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メーカー肴T望小売価格 

参車体色：ゴールドメタわク，パールホワイト，ブラウンシルバー ¥681,450 (消费税抜き¥649.000) 参車体色：ブラック.ホワイト ¥670,950 (消巧税抜き¥639,000') 

_ I ♦を巧：2.280mm ♦をな：810mm ♦を*:1,085mm •シート»i:660mm Mft巧历705mm M ： 21Okg I ‘M面做こは巧棋料■悦ま巧»化を時O •なが/届化などじ伴クS8黄用はをまれてがはせ、み価谢主をてがザ価巧です.巧しくはお巧巧にわ间いをわせください' 
•エンジン型ま/弁方ま:水冷.4サイクル•进ち巧バルブ♦おが気か249师1参||巧出力：16kWり2PS)/ ホエンジン出力巧示は、「PS/rpmJ*6rkW"pmJへ、トルク巧示はrkg.m/rpmjfr6rN.m/rpmJへ切リ替わリました。< >巧は」日が位:での巧ち巧でT. 

---1 7.加Orpm ■巧大トルク：SSN-mC.Zkg-m)巧,500rpm ♦タイヤサイズi.前•巧>:120巧0-14M/C 58S •150/70-13M/C 64S |巧南がをは巧則のため.まなとは兵なる巧合があります，夕このな巧は巧庭のため予吿なくを5する巧さダあります，なしくは巧巧店じち切い合わせ<ださい： 

弓子白動巧公正巧ミI阻巧を•るち 
夕 SUZUKI 

ススキバイクショップ 
ホームぺージで餐巧巧をご巧技ください 

の05年5月1日む降にご晚乂いただいた、スズキの 
.お新車（巧技用車锅•電動アシスト自お車は隐く） 
:は、2年保証が適用されます。 

このrリサイクルマーク」が貼巧されている二繪幸は、巧棄時にリサイクルホ斗をはいただき 
ませんe,但し、馬棄二沒車取扱店に収集•運おを依おする場合はおをなのご負巧となり 
ます。収集運お黄用じつきましてはお近くの馬ま二お車取扱店にご相談ください二 



FULL-FLAT 2-SEATER 

ふたり、美しく走るために。 

フルフラット2シーター、ジェンマ。 

宙に浮くような流線型のフォノレム。 

後部席との一体感を追求したフルフラットシート。 

ふたりが乗り込んだ瞬間、そのデザインはさらなる輝きを放つ。 

コーールドメタリック パールホワイト ブラウンシルバー ブラック ホワイト 

C:カタログ希望のでは、觀•雄^を•街斤•氏を•年お•摘業•巧話を号を明記しI 
下紀までお申し込みください。（カタログのご巧ホは1回じつき3機裡を1部まで） 
〒435-0002滨松巿束区白窝巧"542スズキニなカタログ発送センターまで I 

お問いきわせ、ご相披はお近くのスズキ販売店、または下記お客様相踐ままで。 

揉キ觀譜函0120-402-253喘し就こ;細 
，ミ;巧なお客な巧技まにおけるおを巧の個人巧巧の巧り巧いじついては、スズキなホ会巧 
ホームぺージじて；島巧しておりますのでごお< ださい。httpソ/WWW.Suzuki.co.ip 

スズキなホ会社本お::于432-8611浜お市巧区な塚巧300 



•パーカーホみH材面な( 
♦本化«は卞毎むく巧巧-! 



爆YAMAHA 

THE PREMIUM aFF-RDAD SPORT THE PREMIUM STREET SPORT 

■1WR250R メーカ—お望小売怖巧7011400円(本併！巧668,000円） 
EBBEBSSl WR250X メ-力-を望ル売価括732.900 R(本巧価巧6日8,00〇円） 
WR2已0R/WR2已日X ♦Model type； JBK-DGl已J •Engine type： Liquid-cooled. 4-stroke, DOHC. 4-valve. Single •Fuel supply： Fuel injection 

♦Displacement: 24曰cm3 ♦coloring: WR2已OR/ Deep Purplish Blue Solid E(Blue). Purplish White Solid 1(White) 

WR250X/ Deep Purplish Blue Solid E(Blue). YAMAHA Black旧lack) 

www.yamaha-motor.jp/mc/ 



Let the good times roll. 

「曲がる」、「止まる」、「加速する」とぃう性自^^^||^||^^||^0^11^^^^ 

スポーツとして織り成す感動のライデインダフイ^ルち 

路面のがが、マシンの挙動や限界について、 * 二 ’,- 

すべてを語りかけてくれる"D AEG"。 

を'じ、のマン-マシン•コミュニケーションで、走りが巧える。 

Japanese Standard Naked. 

ZRX1200 DAEG 
[キャンディミスティックカレー、メタリックインペリアルレッド]メーカー希望小巧価な1,120,000円（本体恤巧1,066,667円、消巧税531333円） 
[パールメテオグレーXメタリックスバークブラック]メーカー巧望か売価巧1,140,000円（本な:価巧1,085,715円、お巧お54,285円） 
•水ち4ス阳ーク化歹リ4気筒/DOHC4バルブ.1,164cm3参最高出力：81kW(110PS)/8,000rpm参最大トルク：107N.m(10.9kgf.m)/6,000rpm 
♦全長X全幅X全高:2,150mmX770mmXl,155mm •車两重fi(整備）：246kg ♦カラー:キャンディミスティックブルー、メタリックインペリアルレッド、バールメテオグレーXメタリックスバークブラック 

ホを記価な（リサイクルg用を含む)はメ—力ーホ望小売価格です。が•ィ—力ーホ望小売価な"はちち価格ですので.阵し < はカワサキ正規取巧店じが。哈せ< ださい。※尉己価樹こはなお料、巧を(消貧巧をなく）、登録などじ伴うなg用は含まれま 
せん.か巧良のためせなおよび諸元は予ちなく巧巧することがあります。《車両重S唯㈱は、が料.風;t油.冷な水.バッテリー巧を含むち量となります。※を巧カラーは印刷ゃ抽巧を件などから.ま瞬のちとを少異なる巧をがあります。《ホ巧车兩 
はまおのホ巧幸巧とまなる巧さがかほす。《•写真はプロライダーじよるサーキットを巧をa於したものです。一が公おでは制おな巧を审り、ま全ぷおを,レがけましょう。《•カタログごホ望の方は㈱庙をと住巧、'氏を、生年ち日、巧果をごな入のうえぶ 
料160円々の切手を同なして、〒673-8666巧石ホ川格町1-1(な)カワサキモータースジャバンけタログ>巧までお申込みください。 





7 RRS fiei/u 

：orm 

5段巧巧巧式で、巧まを巧 
にをわせたホジション設定が 
可能なエアロ•フィンJ 

m 

巧巧後がまでまわりこむ八イバーリブは、測旧からの两圧性能を向上、 

自助車のバンパーのよウを磁衝裝宙の巧到を果たす。 

また、サイドエキシーストダクトと相巧とをフラッシュサーフェイス化し、 

フオルムを一体化。巧巧の乱れをさらに抑えるお巧になり、 

高ま巧からストレートエンドでのグラつきを格段に巧える巧まを発巧。 

ま全せ向上のために 
俩方巧巧をさらにワイドじした，RX-7 RR5ま用の 
巧世代rスーバーアドシスI (アイ）シールド.， 

その皮い祝巧は，巧巧巧で既う 
レ—サ—からも抱巧されている 

レースでの最高まを目指して設かされたIエアロ•フインは、 

おホの乱寅流を巧えることにな巧の巧まを発巧する。 

静巧巧との入効率を格段に高めた『デイフユーザーTypelO !との 

巧乗効まにより、ヘルメットのグラつきを抑え、安定巧を向上させている。 

巧をネットのSNC巧造に、 

PB-cLcのコンセプトを巧をさせた、 

巧開発[PB-SNC]悔巧。 

か视のスーバーファイバーの滿がを度を高めるとともに、 

内側のち巧東なARマットを巧を。 

これによりSNCそのものの巧巧がさらに巧した。 

前頭が巧化のスーパーファイバーベルトを面され、 

「剛さ」r捂さJ rなりJを実現した最巧の帽体ヒなつた。 

•巧種を：RX-7 RR5 ♦確体：PB-SNC {ペリフェラリー•ベルテッド- 
ストラクチュラル. ネット. コンポジット） ♦規巧：スネル.J旧•内装： 
Aイフィッティング内装（を-乾巧お/オプションじて巧節可能-特許）、 
フりーフローシステム術許）♦シールド：スーパーアドシスLRS毎準装備 
(特巧）参サイズ：(53-54) (55-56) (57-58) (59-60) (61-62) 

http://www.arai.co.Jp/ 
♦アライ》おについては、品巧巧理課までお問いをわせください。直通T扎(048) 64目-3661 
巧ま会社アライヘルメット干330-0841さいたま市大宮区ま町2-12 TEL(048) 641-3825 



変わりゆくオートバイを取り囲む環境 
ライダーにとつての「インフラ」とは7 

才一いくイを取り巻く環境はこの数 

年で大きく変わりました。樹こ都巿部 

においては、これまで仕事や通学、 

買い物の足として使われてきた小型 

スクーターやビジネスモデルを見かけ 

る機会が激減し、取って代わるかの 

ように電動アシスト車を含む、多くの 

自転車が市民権を得ることになりまし 

た。国内の販売台数についても、 

昨年度にはついに電動アシスト自乾 

車が原せを上回るなど、その環境は 

確実に変化しているのです。これら 

は、新たな排ガス規制のを準にが応 

すべく登場したニユーモデルの価格 

上昇、電動アシスト自拉車の低価格 

化が大きな要因と考えられています 

が、もちろんそれだけではありません。 

通勤や通学の場合、景気低迷によ 

る交通費の節約と健康志向に基づく 

がメタボが策、仕事や買い物に関し 

ては、駅周ぶや主要道路で強化され 

た駐車違反の取り締まりも大きく影響 

しているようです。車道、歩道を問 

わず、スぺースもとらない才ートバイで 

あっても駐車違反のミホ象となることに 

例かはなく、「食事で30み停めただ 

けなのに」とか「じやまにならないよ 

う歩道の凹み部分に停めたのに」な 

どの言い訳は一切通用しません。ク 

ルマと同様、違反すれば相応の違 

反金が課せられのは尝然。すでに「下 

お代わり」にはできない乗り物になっ 

てしまったのるです。 

上記内容に関して、決して小型ス 

クーターやビジネスモデルだけが該当 

するわけではありません。数年前、 

若者の足として一世を風靡したビッグ 

スクーター勢にもかつての勢いは見ら 

れなくなりました。「才一い、'イは趣味 

の乗り物だから」と割り切っている方 

たちには、この都市部を中ん、とした 

才ートバイの減少傾向はそれほど気に 

なる話題ではなし、かも知れません。ま 

た、才ートバイに乗らない人の話を聞 

くtむしろこの状況を好意的に捕ら 

えるちが圧倒的多数であり「もう才一 

トバイの時代じゃないから」 という意 

見すら飛び出すくらいです。 

では、趣巧で才ートバイに乗る人 

について考えてみましよう。「趣日ホで 

乗っているんだから、景気や駐車違 

反は無関係。週末のツーリングにし 

か使わなし、から」と斷言できるライダー 

は間違いなく幸せな方です。 なぜなら 

ば、こう言い切れる人は才ートバイの 

保菅場所に困ることのない人だから。 

騒音、排ガスなどを理由に、とかく才一 

いくイは「悪者」じされがちな乗り物 

です。悲しいことですが、一部のん、 

なし、ライダーによる違法改造&モラル 

なきライディングのおかげで、このア 

ンチオーいくイ思想が消えることはあり 

ません。それらが原因のすべてとは 

言い切れませんが、集合住宅の駐 

輪場などでは相変わらず「自転車〇、 

才一いくイX」という規約が多く見られ 

ます。また、一戸建てであったとして 

もオートバイま用の保管場巧を確保 

することは容易ではありません。健康 

志向や生活費の俟約を目的にオート 

バイを手放す場合はともかく、ネガティ 

ブな要素で才一い《イを請めざるを得 

なし、人が増えてしまうのは寂しい眼り。 

「違反駐ましなければし、し、だけ」とか 

「車庫を借りればいいだけ」という意 

見が聞こえてきそうですが、まったくそ 

の通り。市街地であれ、自宅であれ、 

才一いくイは所定の場巧に停めれば 

問題ないのですからね。で、どこに？ 

この10数年、やたら「インフラJ 

という言葉を耳にしますが、ライダー 

にとってこの「インフラ」という言葉 

は最も縁遠い存在かもしれません。 

才ートバイを取り巻く環境は一向に整 

備されず、クルマの駐車場&自転車 

の駐輪場が増える一方、才ートバイ 

を停める場巧は相変わらず極々限ら 

れた場所にしかありません。才ートバ 

イには風とエンジンの鼓動をライダー 

が感じながら走るという、 ほかの乗り 

物には巧在しない独特な魅力があり 

ます。しかし、才ートバイの魅力はそ 

れだけではなかったはずです。自転 

車の駐輪場に置いても邪魔にならな 

いコンパクトな車体、最新エコカーを 

凌ぐ燃費性能など、才ートバイならで 

はのメリットは数多く存在します。これ 

ら優れた性能を活かすも殺すも今を 

のインフラ整備々第。ライダーにとっ 

ての明るい環境が一刻も早く整うこと 

を切に願う夕第です。 

明日はどっちだ？ 
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才ート/觸 
過去•現巧•ホ巧 
この数十年におる工業巧巧の進歩は実に目覚ましい。才ートパイの進化も例外ではなく、 

各メーカーはまぎを削って独自の理論を実車へと投入。 

ある技巧はさらなる巧長ををげ、ある巧巧は時代と共に消えていった。 
デザイン的要素を含め、過まと現在を振り巧りながら、オートバイのホ来を占つてみる。 

HONDA : DN-01 

YAMAHA : WR250R 

SUZUKI: Gemma 

KAWASAKI: Ninja250R iVMWVMOMivi - miija^aun a 

ミがながM失ち 
雨I.' 
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SPECIFICATIONS 
■エンジン巧さま:水冷4ストSOHC 

4バルブV型2ち巧 
■排気量:680CC 
■ボアXストローク:81.0咖X66.0n» 
■圧巧率:10.0:1 
■巧高出力:61 ps/7500rpm 
■あ大トルク:6.5かm/6000 
■車両蛋蛋:269kg 
■が«:25km/C (60km/hを巧を巧巧） 
■点义方式:フルトラ 
■始巧方式:セルフ 
■タンク容量:15.0£ 
■ミッションおま油圧ながま 
■サスペンション巧:正立テレスコピック 
■サスペンション後:スイングアーム 
誦ブレーキ巧:ダプルディスク 
■ブレーキ後:シングルディスク 
■タイヤ郁130/70-17 
■タイヤ散190/50-17 
■フレーム形ま:ダブルクレードル 
■全長:2320mm 
■全富1115mm 
■全原835min 

THE*ががががも 
THEORY OF 
EVOLUTION 

CASIE:01 

ホンダぶぺ-〇!に見る 
才ートバイのAT化と可能性 
これまでも巿販モデルやモトクロス競技車に独自の巧術を投入、 
積極的にAT開発を進めてきたホンダの開発陣。 
その集大成として築き上げることに成功した新ししいジャンル。 

-お走斤にあ応するDモードとスポーッ走巧に刚ナられ 
たSモードのふたつのフルオートモードを搭亂ギアを巧作 
する楽しみも6段マニュアルモードによって再現している。 

クルーザーの快適粗こスクーターの巧!ほ性をプラス 
ATスポーツクルーザーといラ巧ジャンルを切り閱< 

数年前、一大ムーブメントを引き起 

こしたビッグスクーター。カスタムの 

可能性を含めたスタイル面は大きく 

フイーチャーされたものの、その本質 

をまえる気軽さや快適性といった面 

は忘れられがちだった。しかし、その 

ブームもひと段落し、ビッグスクーター 

というカテゴリーがを着すると当然、 

本質に目が向けられるようになる。渋 

滞などストップ&ゴーを頻発する街中 

で、クラッチ操作やギアチェンジとし、っ 

た作業は時として苦痛にも繫がってく 

る。そんな状況においてAT (才ート 

マチックトランスミッション）の利便性 

は高く評価され、多くのライダーがそ 

の恩、恵に預かることとなった。すでに 

ATは一部のライダーにとって快適性 

を保持するための欠かせない巧術の 

ひとつになっている。 

才ートバイに楽しさだけではなく、 

快適性が求められるこの時代にホン 

ダがホ妾入したニューモデル、DN-01。 

[Discovery of a New Concept』、 

新ししロンセプトをキーワードに開発さ 

れ、07年のま京モーターシヨーでデ 

ビューを果たしたスポーツクルーザー 

だ。最適なタイミングで最適のギア 

にを速するATは、前述のような渋 

滞中の煩わしさを解消するほか、ライ 

ダーはハンドルやブレーキの操作に 

集中することができる。結果として快 

適性だけではなく、安全性ににも大 

きなメリットを生むことができるのだ。 

搭載するATは、62年にリリース 

されたジュノオM85に巧^用する原理 

を基に最新の電子制御巧術を投入し 

た油圧機械式無段を速機HFT。ス 

クーターに採用されるVベルトまAT 

上に小型化できることから、さらに 

コンパクトな車体構成が可能に。70 

年代には四輪からのフイードバックを 

活用したスターレンジま変速機をエア 

ラに採用した実績もあり、ATにかす 

るホンダ取り組みは常に絶えることな 

い。々世代のATはどういった形に 

なるのか実に楽しみだ。 



1977 HONDA EARA 

1.口 一&白ングのスタイリングにロングノーズの個性おれるフロントフェイス,.がジトンルを巧 < に巧化しい 
フオルムとなっている。2.通常の才一いり•と进い/、ンドルホ側のクラッチい、‘一はななしない。その代わり 
じモード涅巧のスイッチをレイアウトしている,,3.スボーツクルーザーのコンセプトじ合わせ，フロント•リア 
ともに17インチを採用。ブレーキもABSを搭化巧みだ,,4.方持をスイングアームにはメンテナンスフり一で 
面义性にも巧れたシャフトドライブを採用.. 5.メーターはマルチを示となるデジタルを拇用., 6.バワーユニッ 
卜はHFTにきわせたトルクお性を持つ680CCVお2ち尙到S地。 



THみが遺が 
THEORY OF 
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ヤマハ.WRaSORに見る 
オフロードモデルの進化と巧能せ 
DT、セロー、TTRといった魅力的なマシンを世に送り出してきたヤマハ。 
その最新モデルとなるWR250Rのハイパフオーマンスマシンながら環境巧能を考慮したを勢は、 
まさにニュージェネレーションと呼ぶにふさわしい。 

ラジエターシュラウドからサイドカバー、リアフェンダーへと、一体 
感のある流れるようなフオルムをお成する。レーサーさながらのス 
バルタンな巧困気と都さ的なムードを化せ持つ。 

巧るまつたオフ□ードシーンを再燃をせる 
ヤマ八のニュージェネレーション 

ヤマハトレイルモデルの歴史は、 

黎明期の国内レースで好成績を収め 

た名車DT-1に始まり、その後バトン 

をDTシリーズに渡してからは、90 

年代初頭のエンデューロブームの後 

押しもあり、を時代を象徴する革新 

的な技術を取り込みながら、レーサー 

のように進化を遂げ’てきた。平行して 

トレッキングモデルのセローや、4スト 

口ークモデルのTTR、自在に遊べる 

新カテゴリーのトリッカーt幅広いラ 

インアップで万全の布陣を築き上げ 

た。しかし、ヤマハだけに限ったこと 

ではないが’、ここ数年の国内オフロー 

ドシーンは散々たる結果といわざるを 

得ない。環境と騒音規制とし、うダブ 

ルパンチがメーカーに圧し掛かったか 

らだ〇高出カエンジンはそのパワーと 

引き換えに環境性能が悪い。化然と 

して、ハイスペックマシンは次々とカタ 

ログから消'えていった。 

しかし、その重圧を跳ね除けて登 

場してきたのがWR250Rなのであ 

る。公道走行可能モデルとしてはギ 

ンギンのハイハ’フォーマンスマシン。 

すべてが完全新設計なのだ。 

中でも目を引くアルミフレームは、 

ただ単に剛性が高いというだけでな 

く、柔軟性を与えることでコーナリン 

グ時にも思い通りのラインをトレース 

することができる。国内オフロードモ 

デルとしては初のインジェクションを搭 

載したエンジンも新設計で、トレ’ソキ 

ングや街乗りで有効な低速トルクを確 

保しつつ、高回転になるに従いパワ 

フルになる特性だ。 

それでいて、常にライディングが「楽 

しい」のである。過去のレーサーレ 

プリカのように振り回されている感は 

なく、常にマシンが自分の制御下に 

ある。ハイノスフォーマンスでありなが 

ら、排気ガスと騒音問題もクリアしつ 

スかつ感性までも刺激してくるのだ。 

一時の静寂を経て登場したニューマ 

シンは我々の想像をはるかに超えた 

進化を遂げていたのである。 

おタロ园 1968 YAMAHA TRAIL250 DT-1 
邊 

本なトレイルを確立した 
世界に誇る曰本のを車 
1967年のま京モーターシヨーでデ 

ビユーし、翌68年にデリバリー開始。 

世界中から脚化を巧びたヤマ/、トレイ 
ルモデルの元祖が、このDT-1だ。ま 

だ、スクランブラーと呼ばれた口ードバ 

イク+アップハンドルのマシンが闊歩 

していた時代。トレイルを自在に走れる 

高性g目はセンセーシヨナルだった。 
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スズキ•ジェンマに見る 
ビッグスクーターの進化と可能せ 
便利な移動用コミューターからライフスタイルの表現ツールへ。 
ビッグスクーター黎明期をまえたスズキが問いかける、 
次世代スクーターのあるべき姿とは？ 

最新のインジェクション搭載249CCD0HCエンジン 
を搭おする走りは、タンデムライドを想をして中ほ速 
域のトルクを巧くすることでか適性は十分。 

80年代に巻き起こった日本のス 

クーターブーム。若干のスポーツ性こ 

そ見出されていたものの、その排気 

量の小ささから多くは「お買い物バイ 

ク」として、極短距離の移動手段に 

扱われていた。80年代半ばにはホ 

ンダのフリーウェイやフュージョンが 

250CCモデルとしてラインアップされ 

たが、それらには早くから「オヤジバ 

イク」というレッテルを張られ、実用 

車的なイメ ージだけが残った。 

ビッグスクーターが大きく変化を見 

せたのが90年代末。この頃になる 

と各社ともに流巧のエアロフオルムを 

採用したスタイリッシュなモデルをライ 

ている。スズキからリリースされるジエ 

ンマもその中の1台。開発時に掲げ 

られたコンセプトはrフルフラット2シー 

夕一」。タンデム時の一体感をテーマ 

にした車体造りが最大の特徴で、こ 

のテーマを表現するためにシートは前 

後の段差を極力なくしている。印象 

深い流線型フオルムはもちろんのこ 

と、スクーターならではの優れた操作 

性と快適性、そしてタンデムを考慮し 

た出力特性など、これらすべてを実 

現するパッケージングは、ビッグスクー 

夕一だから可能であったのだ。 

ビッグスクーターが’才ートパ’イのジャ 

ソレとして市民権を得た現在。ライフ 

说定まを目括して巧展ずるコンセプト 
才ートバイの新たな楽しみ方を重視ずる 

ンアップに追加。この流れとともにギ 

アチェンジを化要としないスクーター 

の利便性が認知され、若者の間で 

-大ムーブメントが起こり、爆発的ヒッ 

卜を記録したのだった。 

そんなスクーターブームもひと段落 

し、現在はをれそれぞれのコンセプト 

の基に車種バリエーシヨンが展開され 

スタイルを表現する手段のひとつとし 

ても、その役割は大きく広がりを見せ 

ていくはずだ。単なる流行という一時 

的な価値観ではなく、才ートバイの楽 

しさを生活に取り入れていくとし、う本 

質の上でも、ジェンマのようなゆるす 

ぎないコンセプトを持つモデルは欠か 

すことのできない存在だ。 

高い実用性を兼ねそろえた 
快走ビッグスクーター 
ホンんヤマ/、に続き、满を持してお入 
されたスブキのビッグスクーター0 A3サ 
イズのアタッシュケースが収納できる 

シート下の大型トランクほか、いたずら 

防止用シャッター付きメインキー、足つ 

き性を考慮したフロアボードなど、ブー 
ムの义付けなとなる要素をおをく備え 
たモデルだった0 
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casie；()4 

カワサキ•ニンジャ250Rに見る 
スーパースポーツの進化と巧能巧 

■タンク容量:17-01 
■オイル容量:1.71 
■ミッションおま:6段 
■サスペンションお:正立テレスコピック 
■サスペンション巧スイングアーム 
■ブレーキ前:シングルディスク 

•キfを:シングJレディスク 
■タイヤ前:り0/70-17 
■タイヤ巧:130/70-17 
■フレームお式:ダイヤモンド 
■全長:2085mm 
■全高:1110mm 
■全復マ I を僖:715mm 
トンートち:775mm 

30mm 
じ1400mm 

誦カラーノく yエーシヨン： 
ライムグリーンX メタリックディアブロブラック、 
ライムグリーン、メタリックディアブロブラック、 

才ートノ N'イを単なる移動手段とする時代は終わった。 
エキサイティングな走りの世界を取り戻すために、 
復活したミドルクラス•スーパースポーツヒヒもに走り出す。 

操作ずる楽しをと柔りこなずがびを再確認 
原点になち返るクオーター"レーサーレプy力 

道路交通法の改正降、オート 

バイを取り巻く環境は大きく変化し、 

多くの地域で「街乗り」という言葉 

が過去のものになりつつある。その 

理由として挙げられるのが駐まスペー 

スの不足。 これまでちょっとした買い 

物などで活躍していた才一い《イも気 

軽に乗って出かけられるものではなく 

なってしまった。すると、当然のごと 

くユーザーの才一いくイにがする意識 

も変わってくる。才一f'バイは実用性 

を重視して選択するものではなく、純 

なたる趣か性を追求する乗り物へと 

変化、エンターテイメント性に富んだ 

本来の姿を胁展すことになる。 

長い間不在とされてきた普通自動 

二輪クラスの本格的なスポーツモデ 

ル。レーサーレプリカが一世を風靡し 

た80年代後半から90年代初頭に 

かけて、それらはる社の主力車種と 

して位置づけられていた。しかし時代 

の流れとともにその姿を見ることはなく 

なった。そのポジションに向け、カワ 

サキが異を喝えるべくリリースしたのが 

ニンジャ250Rだ0 

軽量コンパクトな車体と248CCパ 

ラレルツインの組み合わせ。絶が的 

なパワーこそないものの、力任せの 

自己中/レ的な危険な走りではなく、 

エンジンからサスペンションまでその 

性能を使い切る、才ートバイ本来の 

楽しみを巧わうことができる絶妙なロホ 

付けがなされている。もちろん単なる 

リバイバルや見た目だけのモデルとい 

うわけではなく、ZX-6Rと同様のデュ 

アルスロットルバルブや点义システム 

など、スーパースポーツ譲りの高性 

能ュニットを搭載。中低速域のトルク 

を厚めにセッティングしながらも、高 

回転まで素直に伸び上がる出力特 

性により、全域で楽しめるエンジンに 

仕上げられている。 

走る楽しみを思い出させ、操る悦 

びを再確認できるバランス感覚に長 

けた車体性能。才ートバイの本質と 

もいえるこのスポーツ志向は、ニン 

ジャ250Rを転換点として新たな歴 

史の始まりであるに違いない。 

新11984 KAWASAKI KR250 

タンデムツインエンジン搭載 
異色のレーサーレプリカ 

レーサーレプリカブームじホ駆け 
カワサキが巧入した2ストエンジン 

搭載モデル。当時の最新技術を 
すべて網羅したこのマシンは、ロー 
ドレース世界選手権でま躍した 
KR350&250のエンジンレイアウ 

卜を強 < を識したタンデムツインと 
呼ばれるパワーユこットを採用。 

コアなファンに支持された。 





bssB才ートバイのホ巧と巧能せ 
未来を占ラ酣抚なデザインとま巧の技術 

ま京モーターシヨーを代表とする大規模なイベントでお目見えするをメーカーのコたコンセプトモデルの車体には、市販モデルとはひと巧違った独自の才ーラを感 

ンセプトモデルたち。その時代を先取りする斬新なデザイン&圧倒的な存在感にじ取ることができる。走る楽しさと環境性能を両立した未来の市販モデルとして、 

は、才一いくイファンならずとも目を奪われるはずだ。日々開発が行われてぃるま我々の目の前に現れる日もおし、だろう。 

新的な技術の数々も同様、才一ぃ'^^の未来を占ぅさまざまな要素が盛り込まれ 

HONDA EV06 
rホンダらしさJをテーマに開発された新しいコン 
チックスポーツクルーザー。コンパクトなボディに 

YAMAHA LUXAIR 



話題の最新モデル7台を一挙試乗 

IMPORT MODELS 
IMPRESSION 

国産モデルにはない独自の世界観を持つ輸入モデル。各国、各メーカーのカラーが明確に巧ち出された 
珠玉のマシンは、エンジンに义を入れたその瞬時、ライダーを現実世界から連れ出してくれる。 

そんな最新の輸入モデルを一ぎ7台、堂々のインプレッション！ 
巧影協力：アライへルメット巧048-641 -3825 http://www.arai.co.jp/ 

HARLEY DAVIDSON V-ROD MUSCLE 
ノ レーダビッドソン• V □ツドマツスル 

HARLEY DAVIDSON 扎HX STREET GLIDE 
八ーレーダビッドソン• FLHXストU-トグライド 

BUELL ULYSSES XB12XT triumph STREET TRIPLE R ktm 1190 RC8 
ビューエル.ユUシーズXB12XT トライアンフ-ストリートトUプルR I KTM1190 RC8 

BMW G450X DUCATI MONSTER 696 
BMW G450X ドウカティ-モンスター69己 



240タイヤとフェンダーー化まのLEDテー 
ルランプは、 近年のカスタマイズ手法を取 
り込むマッスルならではのポイント。 

HARLEY DAVIDSON 
ノ V—レーダビッドソン• V □ッドマッスル 

V-R0D MUSCLE 
メーカービルドのカスタムフオルムに与えられる高せ能 

豊富なカスタムパーツの装着し 
スタイリングをアップデイト 

新世代水冷レボリューションエンジ 

ンを搭載するV ロッドシリーズ。ハー 

レーダビットソンは 02 年のデビューか 

ら年度ごとにV ロッドのバリエーション 

モデルを創出し、近年のカスタマイズ 

を彷彿とさせる新鮮なモデルをリリース 

している。 

そもそもハーレーダビッドソン=空 

冷エンジンという固定概念を覆したこ 

のモデル。水冷エンジンならではの 

静音性に加え、ショートストロークイヒ 

されることで高回転までスムーズに吹 

け上が’る4ま性は「レボリューション= 

革命」の名にふさわしい。90年代 

半ばに登場したドラッグレーサー 

「VR1000」をそのルーツじ持つこと 

からも、エンジンの水冷化が小手先 

の進化でなし、ことは明らかだ。カロえて 

スタイリングもハイテックやユーロスタ 

イルといった、これまでのチョッパー 

やダートラとし、つたクラシック路線のス 

タイリングとは一線を画すもの。 

そんなV □ッドシリーズに新たに登 

場したマッスル。特徴は240サイズ 

を採用するリアタイヤにフェンダー- 

体型となるLEDコンビランプ、ミラー 

にビルトインされた LEDウインカーな 

ど、スタンダードモデルから大幅に進 

化したルックス。マッスルカーをイメー 

ジした強執かつスタイリッシュなフオル 

ムに仕上げられていることだ。 

ロングホイールべースと幅広のリア 

タイヤという組み合わせから、高速ク 

ルーズなら快適性は抜群。さらにレボ 

リユーシヨンエンジンのスムー；Cな吹 

け上がりと、トルクフルな特性は 

VR1000をルーツに持つシリーブで 

あることを明確にしている。とはいっ 

ても、フォワードコントロールとやや前 

方に配置されたハンドルは、体型に 

よっては大きすぎるかもしれない。こ 

のあたりの性質も、誰にでも乗りこな 

せるミ凡用性ではなく、あくまでも乗り 

手を選ぶマッスルカーとしての素性が 

表れているだろう。 



足つきせ&乗車ポジション 
クルーザーモデルのを説ながら、加重時に660mmとい 
う低シート富から足つきせは抜群。フォワードコント□—ル 
の採用と前方におffiされたハンドルじよって、若干車が 
の大きさを感じてしまう。ライダー身長は172cm。 

譜辫 

1.巧たじ富剛性の倒立フォークを採用。マッスルのを 
の通り、その性能を十々じ発揮できる口ードホールディ 
ングを確が。2.エンジンはV ロッドシリーズ其ホの 

1250CC水冷DOHCレボリューシヨンを搭お。3. 
ABSを搭載するブレーキはプレンボ製キャルを株用。 

ホイールデザインもま用となる巧身の5スポークが装着 
される。4.専用設計となるスクェアェンドを持つホを出 
しマフラーをセット。5.ウインカーはミラーステーじビルト 
インされるLEDタイプを採用。6.アルミトリムを装»す 
るメーターはタコ、スピード、フユーエルの3眼タイプ。 

■讲 EC 旧 CATIONS 
エンジン型ま：水を4ストV型2気街レボリューション 

お巧ちfi:1246CC 

ボアXストローク；105 X 72mm 

圧縮比：11.5:1 

最高出力：…kg-m/---rpm 

最大トルク：10.6kgm/7000prm 

全長： 2410mm 

全幅： 950mm 

全高：1130mm 

シート高：640mm付fl重時） 

最低地上高：105mm. 

ホイールべース：1700mm 

最小回転キ径：--- 

サスペンション前：正立フォーク 
サスペンション後：スイング了ーム 
ブレーキ前：ダブルディスク 
ブレーキ巧：シンク—Jレディスク 

タイヤ前：120/70-19 

タイヤ巧： 240/40-18 

フレーム巧式：一- 

車両本体価格 (お込）： 209万如00円 
問："ーレーダビット•ソンジャパン。03-3457-0991 

太いトルクじよってをり始めの力強さはマッス 
ルのをの通り。富回転までスムース•じ回るた 
め中を域からの加をも抜群のレスポンス。 
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HARLEY DAVIDSON 
八ーレーダビッドソン• FLHXストU- -トグライド 

CI Ulf OTDCCT me rLilA ol net I uLlUt ~ 
快適なクルージングを約まする安定感とユーティリティ 

ロングツーUングを楽しむ 
数々の快適装備を標準搭載 

広大な面積を持つ、アメリカ大陸 

を移動するために発展し続けたクルー 

ザーモデル。より快適かつ安全に走 

るため、車体やサスペンションのモデ 

ファイや装備の追加が行われ、現在 

のモデルへと受け継がれている。そ 

んなロングツーリングを前提にしたライ 

ンアップがツーリングファミリーだ。 

09年モデルからフレームやスイン 

グアームに補強を加え、サスペンシヨ 

ンの最適化とし、う変更が加えられてい 

るのが同シリーズ最大の特徴で、こ 

のフレームの補強とともにエンジンの 

ラバーマウントをシングルからツインタ 

イプに変更。エンジンから車体へ伝 

わる不快な振動は大幅に軽減してい 

る。この結果、走行時の巧れも軽 

減されているとし、うわけだ。サスペン 

シヨンのを更によって、路面の継ぎ 

目ゃ撤などを超える際の安定感も抜 

群。をん、して長距離のツーリングを 

楽しめる車体構成を完成させている。 

ストリートグライドの特徴のひとつと 

して、口ースクリーンを装備するカウ 

ルが挙げられる。このカウルは高速 

走行時の体にあたる風を軽減するた 

め、疲労感の軽減にも役立っている。 

このカウル内には2スピーカーを採用 

するアドバンスドオーデイオシステムを 

搭載。これにより、お気に入りの音 

楽を聴きながら、ッーリングを楽しむこ 

とが可能だ。さらにクルーズコントロー 

ルを装備することで、アクセルワーク 

にホ甫われることなく、ゆったりとした気 

持ちでツーリングを楽しむことができる 

のもポイントのひとつだ。 

これら装備の搭載によって、車体 

重量は345kgと相応に増加してし 

まっている。とはいってもその重量を 

カバーするトルクフルなエンジン設定 

は、ハーレーダビッドソンならでは。 

見た目ほどの重量を感じることなくス 

ムーブに発進&加速できるため、体 

重や腕力自信のないライダーでもスト 

レスのなし、ライディングが可能だ。 



足つき性&乗車ポジション 
如重時のシート高は668mmと低設定のため、足っきせ 
は問題なし。カスタムフットボードの設をによって足下のを 
なも確巧できているほか、ハンドル位Sもゆとりを持って操 
作できる適度なポジション。ライダーの身長は172cm。 

1.大型のカウルにショートスクリーンの組み合わせは、 
富まを巧時の風防せを富めている。2.腰が落ち«<シー 
卜はライダーがリラックスできる適度な堅さ。3.ハ•ニアケー 
スは 1 白 2 日桂度の巧巧をらま巧で荷物を执められる 
大容量。4.オプションとしてラインアップされるナビゲー 
ションもツーリングじは'么須のアイテム〇 5.エンジンは 
1584CCのツインカム96。トルク型設定じよってま麗 
ボディを難な<走らせる。6. FM/AMを搭おする才ーディ 
オユニットのアンテナはリアにレイアウト0 7.インストル 
メンい、•ネルじはをゲージ類と才ーディオユニット収か。 

■沖 EC 旧 CATIONS 
エンジン型式：空冷4ストV型2気巧ツインカム96 

総排気ち：1584CC 

ボアXストローク： 95.3mm x 111.1mm 

圧縮比： 9.2:1 

最息出力：…kg-m/…rpm 

最大トルク：12kgm/2500prm 

全長： 2410mm 

全幅： 970mm 

全高：1320mm 

シート高：668mm (加重時） 

最低地上高：119 mm 

ホイ〜ルべース：1610mm 

サスペンション前：正立テレスコピック 
サスペンション巧：スイングアーム 
ブレーキ前：ダブルディスク 
ブレ〜キ後：シングルディスク 

タイヤ前：130/80-17 

タィヤお：180/65-16 

フレーム形式：、— 

車両本体価格（税込）： 264万4000円 

問：ハーレーダビッドソンジャパンな03-3457-0991 

クル-ザ—らしく高速巡新は快適そのもの。 

スクリーンもコンハ•クトなサイス'のため視界 
がにい割に風防効果は高い。 
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09年モデルではを本設計はもちろんが潰も大 
きな変更は与えられてし、ないが、実用面や廚久 
性といった部分で大きな進化を果たしてし、る。 

えみ 

BUELL 
ビューエル•ユリシーズXB12XT 

ULYSSES XB12XT 
細部にバージョンアップを加え第2世代へと進化 

大幅なほシート化を実視 
細部までパージョンアップ 

ビューエルの持つ基本設計はその 

ままに、道を選ばない走破性を高め 

たデュアルパーパースモデルとして誕 

生したユリシーズXB12X。デビュー 

イヤーとなる 06 年から4年目となる 

09年モデルでは、各部ディテール 

のバージョンアップを行いつつ、名前 

もXB12XTにを要し、2世代目へ 

と進化を果たしてし、る。 

もちろんを本設計はフユーエルイン 

フレームやオイルインスイングアーム、 

アンダースラングマフラーなど、ビユー 

エルのラインアップは共通であるため 

大きな変更はない。しかしシート高を 

これまでの808mm (初年度は 

840mm)から、780mmへと大幅 

なダウンを果たしている。これによっ 

て、これまで日本人の問題点でもあっ 

た足つき性は改善され、より多くのラ 

イダーが楽しめるモデルへと進化して 

いるのだ。 

スタイリング面ではこれまではアップ 

タイプのフェンダーを採用してし、たが、 

90年モデルでは全シリーズ共通とな 

るダウンタイプを組み合わせている。 

さらに、ドライブベルトは強化タイプへ 

と変更することで耐义性が向上する 

など、見た目たLhに多くのポイントに 

手が加えられている。足つき性の向 

上といったプラス要因から、より身お 

な車体へとなっていることは事実。リ 

フレッシュによって街乗りからツーリン 

グまであらゆるシーンで使えるスペック 

を手に入れたのだ。 

またユリシーズ独自の装備として挙 

げられるハンドガードとともに、今モデ 

ルでは新たにグリップヒーターを装 

倫。冬場のライディングに大きなアド 

バンテージとなる実用装備まで加わっ 

た。スポーツモデルとしての性能と、 

ツーリングモデルとしてのユーティリ 

ティが共存した優れたパッケージン 

グ。これに高い実用性が加わったこ 

とで、ユリシーズの魅力がさらに引き 

出される結果となったのだ。 



wo町 MODES 
IMPRESSION 

ちつき巧&乗車ポジション 
前モデルと比較して28mmのシート高低下は足つきせに 
大きな巧割を果たしている。さらにシートおがも両サイドが 
紋り込まれるおがのため、を干aが巧くものの両足を化 
面に按地できるほどに向上。ライダー身長は172cm。 

■ SPECIFICATIONS 
エンジン型ま：空ち4ストOHV2バルブV型2気巧 

おがちa:1202CC 

ボアXストローク： 88.9 X 96.82mm 

圧縮比：10:1 

最局出力：—ps/—rpm 

最大トルク：---kg-mA—rpm 

全長： 2145mm 

全幅： 910mm 

全高：1250mm 

シート高： 780mm 

最ほ化上高：151mm 

ホイールべース：1300mm 

最小回お半径：…m 

サスペンション前；倒立まテレスコビック 
サスペンション巧：スイング7-ム 

ブレーキ前；シングルディスク 
ブレーキ後：シングルディスク 

タイヤ前：120/70ZR17 

タイヤを：180/55ZR17 

フレームおま；アルミニウムおユニプランナーシステム 

車両本化価格（税込）:127 75 5000円 
問："ーレーダビッドソンジャバンa 03-3457-0991 

足つき性が向上しリラックスしとライディングが 
巧能になった’09年モデル。トールサイズとなっ 
たウインドシールドも高まを斤で効ま絶大。 
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TRIUMPH 
トライアンフ•ストIJートトijプJレR 

STREET TRIPLE R 
ストリ—トトリプルをさらに強化する最上級のユニット 

デイトナ巨フ已直をの性能に 
八イスペックパーツを巧入 

トライアンフが誇るハイスペックマシ 

ン、デイトナ675。3気筒という独 

おなエンジンを搭載しながら、他に類 

似するものがない抜群のレスポンスと 

フイーリングを演出するモデルとして、 

デビューから現在まで多くのライダー 

から高い支持を得てし、る。 そんなデイ 

トナ675からカウルを取り払し、、スピー 

ドトリプル譲りのデュアルヘッドライト 

を組み込んだ最強のストリートファイ 

夕一がこのストリートトリプルだ。 

09年モデルとして追加された"R" 

は、ストリートトリプルに、フロント&リ 

アともにフルアジヤスタブルサスペン 

ションを搭載した上級モデル。さらに 

4ポッドラジアルフロントキヤリパーと、 

ラジアルマスターシリンダーを採用し、 

ハイスペックバージョンたる機能美ま 

でも手に入れた。これらスーパース 

ポーツにも匹敵する装備を携え、鮮 

烈なデビューを果たしたのだ。 

搭載するパワーユニットは水冷4ス 

卜D0HC3気筒。スタンダードモデ 

ルから変更はなし、ものの、高回転域 

までスムーズに回る特性tライダー 

にイ云わるキレのあるサウンドはもはや 

手の加え様がない完成度を誇る。特 

に6000rpmから先のサウンドは格 

別で、一度乗ってみれば忘れること 

ができないほど強い刺激を受けるはず 

だ。スタイリング面ではボディカラーを 

除いて、スタンダードモデルから大き 

な変更はないものの、サスペンション 

とブレーキのアップデイトによってその 

走りは格段にアップ。走る、曲がる、 

止まるを高次元でノ《ランスさせること 

で、気持ちのいいスポーツライデイン 

グを提供してくれる。 

アップライトなポジションと、コンパ 

クトな車体構成により、ストリートでの 

利便性は高し、まま。実用的なパッケー 

ジングにハイスペックな装備、さらに 

ライダーを刺激するサウンドと、まさに 

才一いくイに求めるすべてがこの1台 

に凝縮されているのだ。 



IMPO机M抑圧S 
IMPRESSION 

足つきせ&柔車ポジション 
シート富は805mmと致字でみると若干高めではあるも 
のの、両サイドを紋化んだシ—卜形巧によって足つき性 
は良が。コンパクトな車が巧成とあわせることでリラック 
スしたポジションとなっている。ライダー身長は172饥1。 

■ SPECIFICATIONS 
エンジン型が：水冷4ストDOHC12 ノ くルブ3気窗 

お排気量： 675CC 

ボアXストローク： 74 X 52.3mm 

圧縮比：…:… 

最高出力：108PS/1万1700rpm 

最大トルク： 7.44kg-m/9100rpm 

全長： 2030mm 

全幅： 731mm 

全高：1250mm 

シート高： 805mm 

最低地上高：…mm 

ホイールべース：1390mm 

泉小回拉半径：…mm 

サスペンション前：倒立テレスコビック 
サスペンション後：スイングアーム 
ブレーキ前：ダブルディスク 

ブレーキfを：シングルディスク 

タイヤ前：120/70-17 

タイヤ後：180/55-17 

フレーム形式：アルミ製ツインスパー 

車兩本体価お（視这）：11775目000円 

問：トライアンフコ-ルな03-5330-7447 

ストリート、高速道路、ワインデイングとすべて 
のシーンで高い揉作性を実現。素直にライディ 
ングの楽しさを体感できる性能を持ってし、る。 
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KTM 
KTM 1190 RC8 

1180 RC8 
独創的なカッテイングエッジデザインと新世代ユニットの調巧 

新世代エンジンを搭載する 
スーパーバイクの新機軸 

オフロード、スーパ—モタード、スト 

リートファイターとま新の巧;がでその 

モデルバリエーシヨンを広げ続ける 

KTMoレースシーンと密接な関係の 

元、そこで培った巧術を市販車に反 

映するという手法は、才ーソドックス 

ながら常に最高のモデルをリリースす 

ることにも繫がっている。 

そんなKTMから満を持してデビュー 

したスーパースポーツモデルがこの 

1190RC8。KTMとし、うとオフロード 

やスーパーモタードといったイメージが 

強いものの、実際にはmoto GPや 

スーパーバイク選手権といった口ード 

レースにも参戦し、好成績を収めて 

いる。そこから得られた膨大なデータ 

を元に開発されたマシンだ。 

搭載されるのは新開発となるLC8 

ツイン。1149CCドライサンプまの 

新世代ユニットは、98ps (本国化 

様は155PS)の最高出力を発揮す 

る。Vツインならではのエンジンフィー 

ルはマルチとは違った荒々しさを持つ 

ものの、低回転域のいレク配分によっ 

て扱いにくさは一切存在しない。例 

えばスポーツモデルでありながらも街 

乗りまでスムーズにこなしてしまう懐の 

広さを持っている、ストリートファイター 

的な仕上げられ方をしている。もちろ 

んワインディングに持ち込めばその印 

象は大きく変化し、アクセルを開ける 

たびリアタイヤに巧し出されるような 

感覚を覚えるエキサイティングを時間 

を与えてくれる。 

もちろんRC8を語る上でデザイン 

は欠かせない要素のひとつ。各部に 

エッジを効かせたスタイリングは、他 

のどのモデルにも類似することはな 

く、RC8のアイデンティティともいえ 

るポイントだ。このフオルムから想像 

すると、どうしてもタイトなポジションを 

思し、描し、てしまう。しかし実際は、負 

巧のないリラックスできるポジションを 

作り出し、ツーリングも対応。是非と 

も体感してもらいたい。 



足つきせ&乗まポジション 
輪乂車のスポーツモデルとしてはシート富は大幅に低く 

設定:されるため、足つき性は抜群に良し、。ハンドル位 
置も極端には低く設定されてし、ないため、ポジションの 
自由度も高いといえる。ライダー身長は172饥1。 

1.独創的なデザインを実現したカウルのスタイリングは、 
他のどのメーカーにも寅似ができなぃ強烈なインパクトを 
持ってぃる。2.新世代ユニットとなるLC8ツインは低 
速域のトルク配分が絶妙。扱ぃやすぃモデルへと仕上 
け‘られてぃる。3.リアにはホワイい、•ワー製フルアジャ 
スタブルサスペンションを搭載。4.ホワイトバワーおス 
テアリングダンパーも標準で装備される。5.低まん、化 
を実践するアンダーフロアエキゾーストと触媒コンバー 
夕一 を採用。 6. メーターはマルチインフオメーションタイ 
プを採用。グリップじレイアウトされるスイッチの揉作で 
ラップタイムの計測も可能だ。 

■ SPECIFICATIONS 
エンジン型が：水冷4ストD0HC4バルブV型2気巧 

お排気*:1149CC 

ボアXストローク：103 X 69mm 

圧縮比：12.5:1 

最高出力： 98ps/6500rpm 

最大トルク：10.8kgm/6000rpm 

全た：—-mm 

全幅：一mm 

全息：…mm 

シート高：805/825mm (加重時） 

最低地上高：110mm 

ホイールべース：1425mm 

最小回お半径：… 

サスペンション前：倒立テレスコビック 

サスペンション巧：スイングアーム 

ブレーキ前：ダブルディスク 
ブレーキ;を：シングルディスク 

タイヤ前：120/70-17 

タイヤ?吏：190/55-17 

フレーム形式：クロモリ期ハ•ワーコート 
車雨本体価格（税込）： 203万7000円 

問：KTM ジャパン a 03-3527-8885 

富回転域でのパンチはVツインならではの 
フイーリング。そのスタイリングから想像通りの 
パフォーマンスを発揮してくれる。 
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BMW 
BMW G4已OX 

G450X 
足つきせ&巧車ポジション走破性を考えた最低地上高確イ呆のため、ぉ世韵に 

も足っきがよし、とはし、えないが、身長175cm公上 
なら問題ない。写寅のライダー身長は167cm。 

IMPORT MODELS 
IMPRESSION 

独4まな形がのステンレス製経量フレームじ収まるエンジン 
は新開発のDOHC4バルブ単気巧。 

ブレーキはプレンボ製キャり/夕一+ホ260mmウェーブタイ 
ブディスクローター。コントロール性は抜群。 

■沖脚 FICATIONS 
エンジン型式：水冷4ストD0HC4バルブ単気巧 
総排気量： 449CC 

ボアXストローク： 98 X 59.6mm 

圧縮比：12:1 

最高出力： 40.8PS/7000rpm 

最大いレク： 4.36k居m/6500rpm 

全長： 2200mm 

全幅： 830mm 

全高：1290mm 

シート高： 960mm 

最低地上高：-mm 

ホイーJレべース：1480mm 

最小回転半径：〜mm 

サスペンション前：倒立テレスコピック 

サスペンション巧：スイングアーム 

ブレーキ前：シングルディスク 

ブレーキミを：シングルディスク 

タイヤ前： 90/90-21 

タイヤ巧：140/80-18 

フレーム形式：角断面プレススチール 
車両本体価格（税込）：114万円 

問：BMWジャパンカスタマーセンター 

a 0120-55-3578 

ま新のスペックを搭載したエンデューロレーシングモデル 

BMWらしい高速巡航性能を 
レーシングマシンで再現 

ボルト1本まで隙がなく、細部を 

見るほどに造りのよさに驚く。BMW 

が満を持して世に送り出したG450X 

は、BMWブランドであることを主張 

しつつ、オフロードレースへの参戦も 

視野に入れた高いパフォーマンスを 

発揮。同時に既存のエンデューロマ 

シンにはない革新にも満ちてし、る。 

その代表が’スイングアームピボットと 

ドライブスプロケットを同軸上に配した 

レイアウトだ。これによりサスペンシヨ 

ンの伸び縮みに関係なくチェーンの 

長さは一定で、エンジンの出力変動 

によるドライブトレインへの影響が少な 

くなる。同時にスイングアームも長く 

なり、既存のマシンに憎れた者には 

猛烈に感じるほどのトラクシヨンを生 

み出してくれる。 

かなりロングなリアフェンダーのせ 

いか視覚的に大柄に見える車体だ 

が、いざ乗車してみると非常にコンパ 

クトなことに驚くだろう。燃料タンクを 

シート下にレイアウトしたことによりボ 

ディはかなりスリムで、かつ重ん、がラ 

イダーの真下に集中していることがみ 

かる。つまり、それほど大きなアクシヨ 

ンを仕挂卜けなくても、抜群のトラクシヨ 

ンを活かせば、高い巡航速度を維持 

することが’でさる0 

まさしく疲労を最小限にハイアべ 

レージ、というBMW本来のコンセプ 

卜とエンデューロレースで求められる'性 

能が結実したマシンなのだ。 

巧群のトラクシヨンは滑りやすし、逆/ \‘ンクのコーナリング 
でも効く。多少ラフなアクセルワークでも、しっかり加ま 
を巧を作れば錫く立ち上がることが可能だ。 



MONSTER 696 

IMPORT MOD圧S 

リニュアールされた696エンジンは、リッターあたりの出 
力なで空冷エンジンとして最高値を記録している。 

シヨーワ製倒立フォークじ鞋* 3スポークホイールの組 
み合わせ。プレーキはブレンボ製のラジアルキヤリバー。 

■ SPECIFICATIONS 
エンジン型式：空冷4ストデスモドロミック2バルブし 

型2気筒 

総排気量： 696CC 

ボアXストローク： 88 X 57,2mm 

圧縮比：10.7:1 

最高出力： 80ps /9000rpm 

最大いレク： 7.0kg/7750rpm 

全長： 2100mm 

全幅：—mm 

全高：1129mm 

シート高： 770mm 

最低地上高：—mm 

ホイールべース：1450mm 

最小回転半径：…mm 

サスペンション前：倒立フォーク 

サスペンション後：スイングアーム 

ブレーキ前：ダブルディスク 

ブレーキ巧：シングルディスク 

:120/60-17 

:160/60-17 

ム形式：スチールパイプトレリス 

ホ価お（税込）： 99万8000円 

カテイジャパンな03-3794-5001 

タイヤ前： 

タイヤ巧： 
フレーム形亩 

車両本体価 
問：ドウカテ- 

ネイキッドスポーツの本質を語る完成されたフオルム 

コンパクトな車化が生み出す 
コント□ーラブルな操作性 

ドウカティのラインアップで定番と 

呼ばれるモンスターシリーズ。トレリス 

フレームの美しいフオルムは多くの 

ファンを魅了し続け、現在も高い人 

気を誇っている。そのモンスターが多 

くのリフレッシュを受け、09年モデル 

としてラインアップに追加された。空 

冷ラインアップ最強といわれる 

696CCエンジンは、ムルテイストラー 

ダやハイパー モター ド同様の新形状 

シリンダーヘッドを採用。さらにピスト 

ンと燃焼室形状は流体力学的に見 

直しが図られている。これらの変更に 

よって出力は前モデル比9%、トルク 

も11%の向上が果たされている。 

このアップデイトとともに'ま目したい 

のが各部の最適化によって抑えられ 

た車重。乾燥重量161kgの車体 

は低シート高と合わせることで自由な 

ライディングにミホ応。レスポンスの高 

いエンジンを+々に使い切ることがで 

扱い勝手のよし、ミドルクラスの不 

在が叫■ばれる今日、696CCとしう排 

気量とコソ《クトな車体は小柄なライ 

ダーにとっても見逃せないモデルにな 

るはず。免許区分でこそ大型に分け 

られてしまうものの、エントリーユー 

ザーにもまん、して乗ることができる車 

体構成は、才一いくイの楽しさを存分 

に味わうことができる貴重な巧在。シ 

リーズ末弟ながらその価値はフラッグ 
街乗りからワインデイングまで恒広いシーンでま涯 
できる車体は、ビギナーでも巧いやすいはずだ。 シップに匹敵するだろう。 
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CATAROG DATA GUIDE 
カタログデータガイド 

■メーカー名インデックス 

をぺージに登場しているメーカー名 

もしくはブランドをが一目でわかり 

ます。输出モデルのぺージでは、を 

メーカーはアルファべット傾に並ん 

でいます。 

■モデル名 

をメーカーおよび正規代理店が発表 

しているモデルちを掲載。車種によ 

りミドルネーム、もしくは表記を路 

している場合があります。 

■カテゴリー別アイコン 

ツアラー、アメリカン、口ードスポー 

ツ、デュアルパーバス、スクーター、 

ビジネス、コンペティションの7つの 

カテゴリーに分かれています。 

■カラーバリエーシヨン 

バイクを購入する場をにか要なのは、 

車両本体価格だけではありません。 

排気fiに応じて税まがをじることも 

ありますし、自賠黄イ呆换などにも入 

らなければなりません。また、ナン 

バー登録などにも費用がかかります。 

本誌発表の金額はあくまでも東京都 

内における平巧的な価をもとじして 

います。また、任意イ呆険の金額や、 

販売店等の値引きサービスは含まれ 

ていません。特に輸入者の場合、開 

おや車両の組み立て、整備は国内で 

行うため、料をなどが国産車とは勇 

なる場をがあります。また、一部の 

車種については車両本体価格、手数 

ネ斗等が発表されていをいため乗り出 

し参考価格が掲載できないものがご 

ざいます。ご了承下さい。 

本誌では、国内モデル、輸入モデル、輸出モデルの各掲載車両について 
メーカー名インデックス、カテゴリー別アイコン、購入シミュレーシヨン、 
スペックデータ等、項目別ガイド形式を採用することによってより読みやすく、 
また解りやすいカタログぺージを構成しています。 

■購入シュミレーシヨン 

■パワーとトルクの表記について 

最近の各メーカーのカタログでは、最高出力と最大トルクの表記ち法びが前とは異なっている場合びあ0まず。かつて 

はPSとkg-mで表記されてしほしたび、現在は出力びkw (キロワット)、トルクびN-m (ニュートンメートル）で表記さ 

れることびをくなってきました。こりは1日93年に施行された新計量法により、単位の表記び国際単倒こ統一された力、 

らです。この単位び実際、カタ□グ菁に表記されるようになったのは、1日99年9月30曰か5です。今をはこの新しい 

表記び一股化していくようですび、本誌では一般になじみのあるPS、k居-mの表記で統一しておりまず。 

l/0.7355kw= 

上がモデルにはエアバッグ&ナビを轻巧 
ゆとりの巧を巧出ずるグランドツアラー 
そのむ«部には惟一無二の1832CC水冷0HC水平が巧6気巧ユ 
ニットをなお。ライダーじ巧上の旅をお束するホンダのフラニ' 
グシップツアラー.上沒モデルじは巧産車巧となるエタ 
グ&ナビケーシヨンシステムを揉用。巧 
りあすことにより、世巧«な水维の巧> 
れたe巧巧されたシルエットはぶみ*^ん.巧のない/、•ッケ/ 
で他ホの追班をおさな!^ 

!09p&^50Qtpm,'1 

20knvC 160*^71*$拍去斤11.1 
フルトラ/セルフ が^ を*i : 94Smm 

古なテ-レスコビバザヴトム品;i柳 
グかディスク/シンヴルテイスクホイ-ルへ-ス：tOOfmi 
1双，70■巧/_i8a田)■巧 B小Heキ在： 3加 

■カタログメイン写真 / ■スペックデータ/ 

国産車と輪入を、および輸出車のほとんどのま種を才 

—ルカラーで々かりやすくおかしています。また、カラ 

—バリエーションやパージョンモデルも括巧しています。 

メーカーやディーラー、代理店が発表しているスぺ 

ックを表示。サイズに関しては、バイクごとにカテゴ 

リー別（オンロード、オフロード、ツアラーなど…） 

のシルエットを作り、表記してあります。 

※本誌に表記している車両本体価格は平成21年1月1曰現在の参考価格です。 

※検査登録手続き代行手数料および納車整備料は編集部調べによる東京都巧における平均的な値をもとにしています。 

《「生産終了モデル」については店頭在庫のみとなります。あ！5かじめご了承下ごい。 

※各メーカーの問い合わせ先についてはP.191をご驚下さし、。 
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tsnffwDOMESTK； MODEL 
■HONDA 

H Ape 100.63 

Ape 100 Type D 63 

ApeSO .63 

Ape已〇 Type D 63 

因CBRIOOORR … 41 

CBRIOOORR Special Edition .42 

CBl300 SUPER 目OL びOR .39 

CB1300 SUPER FOUR.39 

CBl300 SUPER FOUR Special E边tion -40 

CB223S .4白 

CB400SS.47 

CB400 SUPER BOL D'OR.43 

CB400 SUPER BOL D'OR Special Edition …44 

CB400 SUPER FOUR .43 

CB400 SUPER FOUR Special Edition-44 

CBR600RR.43 

CBR600RR Special Edition 

CBフ50 . 

C曰7己OSpecial. 

CREA SCOOPY - 

CREA SCOOPY Deluxe …… 

CRFIOOF 

CRF150R 

CRF150R1I 

C只F2己0円 

CRF250R Black Edition …… 

CRF450R. 

CRF己OF - 

CRF フOF 

CRF80F 

旧 Dio . 

Dio Cesta. 

DN-01. 

Dream 日OR. 

H FORESIGHT-EX . 

FORZA X 

FORZA Z 

FTR … 

FUSION SE . 

FUSION TYPE X. 

旧 GOLDWING 

GORILLA . 

GYRO CANOPY. 

GYRO X Basic. 

GYRO X Standard . 

の Hornet . 

田 LEAD . 

Little Cub. 

Little Cub (セル付を）. 

43 

42 

4己 
67 

67 

82 

81 

B1 

BO 

•80 

80 

82 

8吕 

扫2 

•68 

•69 

.3已 

.79 

•58 

■58 

•58 

51 

已9 

59 

34 

64 

■76 

•76 

ク目 

•46 

•66 

•76 

ク6 

Little Cub 50th Anniversary Special …76 

旺]MAGNA已〇 .62 

Monkey.64 

Monkey Limited.64 

El NS已OR .7白 

NSFIOO. 79 

NSR Mini . 79 

日 Press Cub50 Deluxe .76 

Press CubSO Standard.76 

PS250 .5曰 

囚 RS に5R .79 

RS2己OR .79 

RTL260F .83 

回 SHADOW 750 .35 

SHADOW Classic 400 .36 

SHADOW Custom400 .36 

Shadow Slasher.36 

Shadow Slasher Deluxe.36 

SILVER WING 400 .已7 

SILVER WING 600 .已6 

Smart Dio.己8 

Smart Dio Deluxe.68 

SpacylOO .66 

SpacylS已.65 

Super CubSO 50th Anniversary …75 

Super CubSO Custom.75 

S叩er CubSO Deluxe .75 

Super CubSO Standard.75 

S叩er CubSO Custom.75 

Super Cub90 Deluxe 75 

田Today. 的 

Today F. 巨日 

Today F Special.69 

囚 VTR. 46 

V-TWIN MAGNA 38 

QXRIOO Motard .62 

X円230 .55 

XR呂30 Motard 已3 

XR2已〇 Motard 已2 

XR250…… 已4 

XR400 Motard .52 

XR50 Motard.目3 

Roomer .67 

ZOOMER Deluxe .巨S 

■YAMAHA 

0日J .7呂 
BCYGNUS X 6已 

CYGNUS-X (円）.65 

巳YGNUS-XSR .巨百 

CYGNUS-X SR (FI).6己 

因DSll 34 

□sen 34 

DS2百0 3呂 

DS4 36 

DSC4 37 

日 FZl FAZER.42 

FZl. 42 

因 GEAR . 77 

GEAR Parking Stand .77 

GRAND Axis 100.67 

GRAND MAJESTY 400.57 

JOG . 71 

JOG (4st 円） 71 

JOG Deluxe (4st 円）.71 

JOG P口Che 72 

JOG ZR.72 

团1Majesty .日日 

MATEV已0 ■ 11 

MATE V己OD 77 

MAXAM…… 扫9 

囚NEWS GEAR 77 

NEWS MATE V己ON.77 

NEWS MATE T90N .77 

日PW己0. 83 

PW80. 83 

因 SER0W250- 54 

SER0W250 S .55 

SR400 .48 

SR400 30th Anniversary Limited Edition …48 

田 TMAX.56 

TMAX (2007).已7 

TMAX SPECIAL (2007).百7 

TOWN MATE T目OD.77 

TRICKER 49 

TRiCKERS - 50 

TT-R50E .... 曰3 

TW22已E .51 

TW22己E 吕0th Anniversary Special-51 

TZ125 .79 

TZ250 .79 

の Vino.70 

Vino (Uモコン仕様）.70 

Vino Deluxe.71 

VOX 70 

VOX Deluxe.70 

四 WR250R .已4 

WR250X .5呂 

□ X JR 1300.40 

XJR400R.44 

XT2已OX.日3 

UY之12百.81 

YZ250 .80 

Y2250F.81 

YZ250F White Limited Edition .81 

YZ450F BO 

YZ扫已… B2 

YZ扫已しW 82 

田リモコンJOG.72 

■SUZUKI 

囚 Address V1250 .巨6 

Address VI25G Limited .66 

Address V日0 .73 

Address V已OG ■ 73 

[3目anditl2已OS ABS 40 

Bandit! 250 ABS 40 

BirdieSO . 78 

Birdie己0 (セル巧き） 78 

BirdieSO . 78 

BOULEVARD400. 37 

因 DR-Z50 白3 

DR-Z40OS . 已4 

DR-Z400SM . 己吕 

巧邑emma .60 

Grasstracker 已〇 

Grasstracker Bに日OY .50 

GS50. 64 

GSR400 . 44 

GSX1400. 39 

GSX1400 SPECIAL EDITION.39 

田 Impulse400 .44 

Impulse400 SPECIAL EDITION ……4已 

Intruder Classic400 .37 

Intruder Classic400キャストホイールft様…37 

Intruder Classic400キャストホイ-)地龄瞄I化EDITION…3扫 

田 Let's 4 • 74 

Let's 4 basket .74 

Let's 4G' フ4 

Let's 4 Pallet .74 

Let's 5 .73 

Let's 5G.73 

旧RM-之2已〇 .曰1 

RM-2450 .80 

日 SKYWAVE吕已0 Limited .巨1 

SKYWAVE250 Type M .60 

SKYWAVE250 Type S .色0 

SKYWAVE250 Type S Basic.61 

SKYWAVE400 Type S .57 

SKYWAVE650LX.已巨 

SKYWAVE SS.61 

ST250 Etype.49 

S叩er MOLL打ビジネスキャリア仕様…78 

□ VanVan200.51 

Vecs ね「1已〇.61 

園重荷巧团rdieS日.78 

國新間扭r出e50 .78 

新閒目irdieSO (グリップヒーター付き）…7日 

■KAWASAKI 

目250TR .51 

回 BAUUS-II.46 

囚 D-TRACKERX 53 

目 ELIMINATOR 

ELIMINATOR 250V.38 

ESTRELLA .49 

囚KSRllO .62 

KX2百OF. 81 

KX250Fモンスターエブシー 81 

KX450F. 80 

KX巨5 . 83 

KX8邑 82 

KX8已-II 82 

KLXnO 白3 

KしX呂已〇 55 

KLX450R.扫〇 

Ninja 2已OR .46 

S SUPER SHERPA …- 55 

E9 VULCAN900Classic 35 

VULCAN900Custom 35 

四W400. 4扫 

W400ク□ームパージヨン 48 

W650アップ八ンドル仕様 47 

W6己0クロームバージヨン.47 

W日50 □-ハンドル仕様 47 

目 ZEPHYR X . 45 

之RX. 4已 

2RX1200DAEG.41 

之RX1200R .41 

ZRX11.45 

最おの各メーカー®カタ□グでは、»巧出力と最大卜 
ルクの表記ち法わ似前とは異なってし)る場合がありま 
す。かつ■りまP5とkg-mで表記されていましたび、現在 
は出力げkw伴□ワット).トルクび(ニュートン 
メートル）で表記されることがをくなってきましたCこ 
りは1目93年に施巧された巧程ま法により、窜なの表 
記び国隐単伽端一ごれたからです。この単位が芙巧、 
カタ□グ等に表記されるよラになったの[ま、19曰9年9 
月30曰からです。今掛まこ獅从运記び一殺化して 
し、くようですび、ホ。ま一殺になじるPS、k居- mの表記で統一しておりまず。 

■購入シミュレーション 

才ートJ を班入ずる場合に必要なのま車両本巧廊巧 
だけではありません。排気置に応じて税をび生じるこ 
とをありますし> 自賠巧保険などにも入らなければな 
Dません。またすンバー登録などにを巧用びかかりま 
す。紙売店にて車雨を班入ずる場合、埃置登録手統さ 
巧巧手が料および巧車整巧料專を必要とな。ます（本誌 
お載の檢畳豈録手病を巧巧手巧おおよびが車空お料は、 
辑集部調べこよるまを都巧における平均的な値ををとに 
しています)。また、巧急な険(7：^巧や、販売店等の値 
引さヴービスIま含まれていません。特に括入車の場を、 
開おや車兩のおみ立て、楚欄楓巧で巧うため、お金 
などび国産車とIま異なる場含びあります。一部の車種 
についてfま車両本な価格、手数料等び発表されてし巧： 
し)ため乗り出し参ち極巧ろ韻載できないをのびござし、 
まず。ご了毎:下さし、 

!在の参ち価格です， 
《巧査^手玩き巧巧手な转および巧®巧巧は复集部药ぺに 
ぶる巧巧哉河こおける平ち的な佳をもとにしています。 

巧をメーカー<DP口 1しがねな巧につし、てはP.191をごのごしん 



GOLDWING 

Color Variation_ 

口 jトルアル/てインホワイト 
1=2ビレットソレ/トメタリック 
Mキャ/てネットレッドメタリック 

巧はエアルック•ナビは综 

上級モデルにはエアバッグ&ナビを搭載 
ゆとりの旅を演出するグランドツアラー 
そのん、腊部には唯一無二の1832CC水をOHC水平が向6気筒ユ 

ニットを搭載。ライダーじ極上の旅を約まするホンダのフラッ 

グシップッアラー。上級モデルには量産車初となるエアバッ 

グ&ナビゲーシヨンシステムを採用。独自の進化と革新を繰 

り返すことにより、世界最高水準の環境&走行性能を手に入 

れた。洗練されたシルエットはもちろん、隙のないパッケーシ 

で他まの追随を許さない。 

国なぉm 315万円 

ロバ，ブ.ナビ仕柱367万5000円 

抽乂シミュレーシヨン 

車両本巧価な 300巧円 
椅を豈沒手なを巧巧手な巧1万8000円 
納まを滿巧 1巧8000円 
お込み巧％)合計を巧 318万7朋0円 

蛋■巧 7扣0円 
自脂資巧険巧は7ヶ月） 1巧7780円 

口四ma 321万3080円 

Specifications 
エンジンおま 
排気量/ボアXストローク 

水を4ストS0HC2バルブ水平お巧旋巧 
1832cc/74.0mmX 71.0mm 

圧縮を 
最高お力/巧乂トルク 
ま巧重a ~ 
燃黄 

' 9.8:1 
109p が5500rpm/16.4kg-加4000rpm 
421kg(428kg) 
20km/fi (eOkm/h定i也を巧巧） 

点义方ま/始お方ま フルトラ/セルフ 
タンク容»/オイル容t 25.0 e パ 
ミッション巧さま 
サスペンション前/巧 
ブレーキ前/巧 

‘ 5段 - 
正立テレスコピック/スイングアーム 
ダブルディスク/シングルディスク 

.130/70-18/180/60-16 タィャぉ/後 
フレーム巧さま ■ダイヤモンド 

Size 

全長： 2635mm 

を幅： 945mm 
シート窩： 740mm 
を也化上意：125mm 
ホイールべース：1690mm 
巧小回お半径： 3.3m 

DS11 
ドラッグスター1100 

Color Variation 

^ダークバーフリッシュ。レ-メタリックU 

Price 

隱巧巧屈90万3000円 

巧乂シミュレーシヨン 

車兩本が価格 86巧円 
玲を登结手統き代巧手巧巧 1巧8000円 
巧まを巧料 1巧8000円 
巧込みほ％)を計全な 94万800円 

重量お 7500円 
自賠責保おおは7ヶ月） 1方7780円 

1'册，■'!■り!‘1 96万6080円 

ビッグクJb-ザーの魅力を凝縮したフオルム 
力漲る走りとエンジンの鼓動を堪能ずる 
75oV/くンク設計によりエンジンの全高を抑え、口ーフオルム& 

化シート高を実現。大容量フューエルタンクをセ‘ソトし、重厚 

感溢れるスタイリングを作る。シリンダーへッドカバーをはじ 

め、随所にクロームメッキパーツあしらうことで車格に恥じる 

ことのない高級感を生み出している。 

Specifications 
エンジン巧さま 
が気量/ボアXストローク 
圧滿率 
巧高出力/お大トルク 
車両重i 
お巧 
点义ちま/始お方式 
タンク容t/オイル容量 
ミッション形式 
サスペンション前/巧 

を冷4ストS0HC2バルブV型2気銜 
1063cc/95.0mmX75.0mm 
8.3:1 
60ps/5750rpm/8.3kg-m/2500tpm 
278kg 
32km/ fi (60km/h定化走巧值） 
TCI/去ルフ 
17.0e/3.6B 
5段 
正立テレスコピック/スイングアーム 

フレーキ前/巧 ダブルディスク/シングル片ィ？ク 
タイヤ前/巧 ^ 110/90-18/170/80-15 
フレーム巧さホ ダブルクレードル 

全晤； 895mm 
シート离：的0mm 
巧な地上富：145mm 
ホイールべース：1640mm 
最小回お半経： 3.2m 

DSC11 
ドラッグスタークラシック1100 

c=iブ/トイッシュホワイトたクテル1 
■フラックタタyツクX 

Price 

1::職95万5500円 

巧入シミュレーシヨン 

車巧本が価格 91万円 
橫查登録手翔き代巧手巧お1万8000円 
巧車をおお 1巧抓00円 
税込み(5%)合計を巧 99方3300円 

霞量税 
自賠巧な険お(37ヶ月） 

7500円 
巧7780円 

101万8580円 

伝統的なスタイルを現代に蘇5せた 
正統巧アメリカンクラシッククル—ザー 
専用のフットボート&シーソーまチェンジペダルとサドルタイ 

プシートを装備。威風堂々としたライデイングポジションが独 

自の世界を演出。フォークカバーからハンドルクラウンにまる 

まで惜しみなくクロームメッキバーツを採用。デイープフェン 

ダーなどのま巧装備もその魅力をを押しする。 

Specifications 
エンジン形式 
抹気量/ボアXストローク 
圧縮率 
巧巧せ力/*!大トルク 
車兩童* 
燃費 
点义方ま/おなちま 

童冷4ストS0HC2バル7VM2m^ 
1 1063cc/95.0mmX75.0mm 
I 8.3:1 
； 60ps/5750rpni/8.3kg-m/2500rpm 

291kg 
' 32km/fi (60km/h吉化を巧な） 
'TCI/セルフ 

タンク容量/オイル容量 17.0 e/3.6fi 
ミッション形式 5段一— 
サスペンション前/巧 ’正立テレスコピック/スイングアー 
ブレーキ前/巧 ダブルディスク/シングルディスク 
タイヤ前パを 130/90-16/170/80-15 
フレーム巧さ式 ダブルクレードル 

全悟： 950mm 
シートな： 710mm 
巧低地上ま：135mm 
ホイールべース：1645mm 
巧小国お半径： 3.4m 
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VULCAN900Classic 

Color Variation 

H二つンデイブイ卞モンドレッド 
.‘ツソックデイアブ□フラック 

Price 

84万円 
期乂シミュレーシヨン 

を雨ホが価格 80巧円 
お交置お手境き巧巧手巧お 
沾ま堅巧が 
巧込みほ％)合計金巧 

1万8000円 
1万8000円 

87万7800円 

を里税 7500円 
自お貴が换巧(37ヶ月； 1方7780円 

1壓主!北1 90万3080円 

KAWASAKレカワサキ 

走る歓ぴを見い出ずクjU-ザーの新定番 
曲線の美しさにマッシブさを融台 
タンク上部からスイングアームに直結する流麗なボディライン 

が最大の魅力。エンジンフィンのポリツシュ加工による陰影が 

美しい新設計の902CC水冷SOHCV壁2気筒エンジンを搭載し、 

ワイドなハンドルとフツトボード&鞍型シートじよるアップラ 

イトなポジションにより余裕の走りを提f共する。 

Specifications 
エンジン形ま 水冷4ストS0HC4バルブV型2気巧 
揉気量/ボアXストローク 目02cc/88.0mmX74.2mm 
圧巧を .9.5:1 
巧ち出力/巧大トルク 41ps/5500rpm/6.4kgm/3000rpm 
車両重;1 281kg 
が黄 —km/e (60kmか） 
点义方ま/おおちま トランジスタ/セルフ 
タンク容量/オイル客量 ■ 20 6/3.7 6 
ミッション形式 .5段 
サスペンション前/後 '正立テレスコビック/スイングアーム 
ブレーキ前/巧 シングルディスク/シングルディスク 
タイヤ前/後 130/90-16/180/70-15 
フレームがま ダブルクレードル 

Size 

全長： 2465mm 

全幅：1005mm 
シート高：閒0mm 
巧低地上离：135mm 
ホイールベース：1645mm 
远小回お半径：-m 

フ□ント21インチの印象的なフォルム 
専用装備で構成された超個性派モデル 
21インチという大径サイズのフロントホイール、リアビューに 

迫力を与えるディッシュホイール&ファットなタイヤをはじ 

め、カスタムテイストじ溢れた装備で全身を固めた個性派ク 

ルーザー。スラッシュカットマフラーやテールエンドを直線的 

にカットしたリアフェンダーも特徴的な装備のひとつ。 

Specifications 
エンジンおま 
济気量/ポアXストローク 
圧拖李 
巧富出力/巧大トルク 
ま両重S 
が巧 
お义方ま/おお方ホ 
タンク容量/オイル容量 
ミッションおま 
サスペンション前け若 
ブレーキ前/巧 
タイヤ前/巧 
フレーム巧さま 

VULCAN900Custom 

8ア万円 

93万3080円 

SHADOW <750> 
シャドゥく750> 

Color Variation 

Price 

85万500円 
ツートン88万2000円 
巧乂シミュレーシヨン 

を両本巧価巧 81方円 
巧査登な手话き巧行手巧お1巧8000円 
かまを巧お 1巧8000円 
税込み(5%)を計を巧 88巧8300円 

重量お 7500円 
臣賠責保おお;37ヶ月; 1巧7780円 

uims 主 L1!‘191万3580円 

長く、傾く、太いダイナミックなスタイル 
精悍な走りの世界へ導くビッグクルーザー 
ロングホイールべースと低シート富設計が持ちおとなる車体に 

フルカバードタイプの極太サスペンションとファットなタイヤ 

をセット。両輪をディープフェンダーで覆うクラシカルな造形 

美が流れるようなシルエットを生み出す。メ•ソキパーツをちり 

ばめた各所ディテールもさりげなく魅力を増幅。 

Specifications 
エンジン形ま 水を4ストSOHC3バルブV型2気巧 
お気量/ポアXストローク 745cc/79.0mmX76.0mm 
圧巧率 " 9.6:1 
巧富出力/巧大トルク 44ps/5500rpm/6.3l<g-m/4500rpm 
車両重* 258kg 
燃巧 37km/e (60km/h定化走巧巧） 
お义方ま/始動方式 フルトラ/セルフ 
タンク容8/オイル容« 14.0 6/-e 
ミッション形が 5段 
サスペンション前バを 正立テレスコビック/スイングアーム 
ブレーキ前/?を シングルティスクパ-ディンブトレ—リング 
タイヤ前,'巧 120/90-17/160巧0-15 
フレームおホ ダブルクレードル 

Size 

全長： 2510mm 

全幅： 920mm 
シートち： 660mm 
巧低i也上岳：130mm 
ホイールベース：1640mm 
巧小回お半径： 3.3m 

DN-01 
モダンかつオーガニックなシルエット 
無段を速システム搭載のニューコンセプト 

Price 

四msa 123万9000円 
巧乂シミュレーシヨン 

巧巧本か価お 118万円 
巧空着な手持き巧巧手をお3巧8000円 
巧車控儀お 1巧8000円 
找込みほ％)さ計金巧 127万6800円 

重量探 7500円 
自摇黄なお料巧7ヶ月） 1万7780円 

□EBzn3130万2080円 

鼓動感じあふれたVツインユニットならではの乗りおじ、スロ 

ットルレスポンスじ優れ、ロングクルージングも快適にこなす 

新型才ートマチックトランスミッションをミックス。クラッチ 

操作を必要とせず、簡便な操作で自在にライディングをコン 
トロールするこができる革新的なシステムだ。 

specifications 
エンジンお式 
巧気量/ボアXストローク 
圧巧率 
巧忌出力/«大トルク 
車兩を* 
が巧 
み义方が/お巧方式 
タンク容量/オイル容量 
ミ兰とョン形ま 
サスペンション前/後 
ブレーキ前バ奎 
タイヤ巧/後 
フレームお式~ 
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SHADOW Classicく400> 

シャドウクラシック <400> 

Color Variation 

rこ一功卜かでスタホワイト（ツーー） 
ロコ:が；ゼ-山防仆ザタ細卜jtダわク於トン, 
圓■ク巧?仆方クかAt‘づレ■メタリブク(沪Kン） 
C=lデジタルシルパーメタリック 

Price 

圆細iwi'i 78万7500円 
ッ-トン81万9000円 

拥乂シミュレーション 

車両本が価巧 73万円 
お查登録手統き巧巧手巧芽斗 1巧8000円 
巧ま:を巧料 1巧8000円 
锐込みほ％)を計を巧 85巧6800円 

重量巧 7500円 
自赔貴保険巧(37ヶ月） 1巧7780円 

88万2080円 

ロングディスタンスへと走り出ずための 
品格漂ラ正統がSドルクJレーザー 
クラスを越えたグラマラスなプロポーシヨンにクラシカルなテ 

イストを融合させたスタイリッシュなミドルクルーザー。伝統 

の口一&ロングなフオルムをべースに、ティアドロップタンク 

ゃビュレットタィプのヘッドラィトなど、上質感と優雅さを兼 

ね備えたパーツ群を惜しみなくセットする。 

Specifications 
エンジン形式 水冷4ストS0HC3バルブV型2気街 
巧ち量/ボアXストローク 398cc/64.0mmX62.0mm 
圧おを 10.3:1 _ 

31 ps/7000rpm/3.4kg*m/3500rpm 巧舌出力/巧大トルク 
车両lift 255咕 
化資 40km/C (60kn加を地走斤巧） 
点义方ま/挺お!方ま フルトラ/セルフ 
タンクさ量/オイル容量 14,0 e/-e 
ミッション形ま 5段 
サスペンション巧健 正苗:テレスコビック/スイングァーム 
ブレーキ前/巧 
タイヤ前/巧 

シンブルディスク/り-ディンブトレ-リング 
120/90-17/160/80-15 
ダブルクレードル フレームが式 

全恒： 920mm 
シート岳： 660mm 
®せ化上岳：130mm 
ホイールべース；1640mm 
«小回お半径： 3.3m 
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スタイリッシユなトライアングルフオルムで 
躍動感と軽快感にあふれた走りの世界へ誘う 
左右に張り出しリアへと深く絞り込んだフユーエルタンク、前 

後を短く切り落としたシヨートフエンダーをはじめ、カスタム 

テイストたっぷりなアイテムを装備。PGM-円を採用したVツ 

インユニットは中ほ速域で豊かなトルクを発揮。クルージング 

から日常域までを定感のある走りを提供する。 

Specifications 
エンジンおま 水冷4ストS0HC3バルブVl!2気巧 
耕ち*/ボアXストローク 398cc/64.0mmX 62.0mm 
圧巧を 10.3:1 
A惠出力/巧大トルク 31 ps/7000rpm/3.4kg-m/3500rpm 
車両を量 244kg 
ぉ巧 40km/fi (60km/hを巧走巧巧） 
点义方ま/おか方ま フルトラ/七ルフ 
タンク容量/オイル容量 14.0 c/-e 
ミッション形ま 5段 
サスペンション前/巧 正立テレスコビック/スイングアーム 
ブレーキ前/巧 シングルディスク/リ-ディングトレ-リンク 
タイヤ前/後 901巧0-17/160/80-15 
フレーム形が ダブルクレードル 

SHADOW Customく400> 

82万9580円 

Shadow Slasher 
シサドクスラッシャー 

19インチのフロントタイヤやシヨートタイプSpecifications 

の2本出しマフラーなど専用装備で構成。圧 
I水冷4ストSOHC3バルブV型2気巧 

398CC 
倒的に化いスタイリング、リアへと流れるシ巧离出力 33ps/7500rpm 

ャープなフォルムが魅力的なクール&ワイを大-トル-ク 3.6咕-m/5如Orpm 

.，_••一 .,、一 ま兩重It 229kg 
ルトなクルーサーた。 ミ_5^^ンョンぉホ' 5段 

個せ的なフレアパターンをフユーエルタンク 

に施すことでさらに存を感を高めたもうひ 

とつのシャドウスラッシャー。シヨートタイ 

プのマフラーと相まってバイカームービーさ 

ながらのルックスを巧露。 

Specifications 
エンジン巧さま ■水冷4ストSOHC3バルブy^2ち巧 
排捕 398CC 
おなが力 33ps/7500rpm 
お—夫卜Tけ 3.6kg-m/5500rpm 
車両重• 229kg 
ミッション形式 5段 

DS4 
ドラッグスター400 

Color Variation 

1=3マーブルシルバー 
■■ダークシアンメタリック日 

フラックゾタUツクX 

Price 

1:!化!ミ!!;た, 69万5100円 
巧乂シミュレーシ5ン 

車両本か恼巧 66方2000円 
検ま登な手技き巧巧手な巧 1巧卵00円 
巧をな巧お 1万8000円 
お込みほ％)さ計を巧 69万900円 

重量巧 75加円 
自赔責なお料は7ヶ月） 1万7780円 

rniniir 巧で 171万6180円 

独自設計の空をVツインと車体で 
実現した精悍な□一& ロングフオルム 
独おの鼓動感と力強い中低速ハ•ワー&トルクを発揮する70cV 

バンク設計の空冷Vツインユニット。これをDSシリーズのアイ 

デンティティともいえるダブルクレードルフレームに搭載する 

ことで低シート高を実現。ロングホイールべースイヒによりリツ 

夕ークラス並のフオルムを生み出す。 

Specifications 
エンジン形ま をを4ストS0HC2バルブV型2ち倚 
巧巧量/ボアXストローク 
圧縮率 

399cc/68.0mmX 55.0mm 
9.7:1 

««出力/ホ大トルク 32ps/7500rpm/3.3kg-m/6000rpm 

車両重量 225kg 
が資 
お义方ま/始巧方ホ 
タンク容量/オイル容量 

43km/fi feOkmホを巧走行植） 
TCI/セルフ 
15.05/3.25 

ミッションなさま 5段 
サスペンションお/巧 正立テレスコピック/スイングアーム 
ブレーキ前/巧 
タイヤ前/巧 : 

シングルディスク/り-ディ三叱レ7ぶ^グ 
100/90-19/170/80-15 

フレーム形式 ダブルクレードル 

全幅： 840mm 
シート宙： 660mm 
巧低地上な：140mm 
ホイールべース：1610mm 
«小回お半淫： 3.1m 



YAMAH^ 
DSC4 
ドラッグスタークラシック400 

Color Variation 

tzziニコーバールホワイト 
Hベリーブークオレンジメグリック1 
UブラックメタUックX 

Price 

Iホa地:ill73万5000円 

財! 乂シミュレーシヨン 

車兩本か価格 70で円 
おを登録手魚き巧巧手巧お1万8000円 
巧まお巧お 1万8000巧 
巧込み(5%)さitをな 77巧2800円 

を量巧 
自お貪なお料(37ヶ月） 

7500円 
万7780円 

lijj^iiiHu 79万8080円 

BOULEVARD400 
ブルパード400 

Color Variation 

■ZI み巧-方リクX/Wに户ジ：!ホワ仆 
■■パ--ルネブラーブラック 

Price 

圆81万9000円 

職を:が社か82万9500円 

巧乂シミュレーション 

車両本か価を 78万円 
巧否登な手技き巧巧手致お 1巧8000円 
がま整が料 1乃8000円 
税込み巧％)含計を巧 的巧6800円 

ま量巧 7500円 
自賠貴保険巧(37ヶ巧1 1万7780円 

1 抽88万2080円 

魅力的な専用装備を満載した 
個性あふれるクラシック；(ージョン 
ビッグバイクを;をぐロングホイールべースで口 一 & ロングなフ 

オルムを実現したミドルクラスのクルーザー。ワイドなプルバ 

ックハンドルを組み含わせて悠然としたライデイングポジシヨ 

ンを作り上げている。クロームパーツや鉄製ディープフェンダ 

—によるキャラクター付けも〇。 

Specifications 
エンジンおま 空冷4ストS0HC2バルブV型2気话 
ホ巧置/ボアXストローク 399cc/68.0mmX SS.Omm 
圧巧を 9.7:1 
巧离お力/巧大トルク 
車両重量 

32ps/7500rpm/3.3kg-m/6000rpm 
240kg 

燃巧 ' 39km/e (60km/hを地去巧な-) 
点义方式/始お方ま .TO/セルフ 
タンク容量/オイル容量 15.0 5/3.2 6 
ミッション形ま .娘 
サスペンション前パ糸 正立テレスコビック/スイングアーム 
ブレーキ前巧を シンブルディスク/リ-ディングトぃリンブ 
タイヤ前/後 130/90-16/170/80-15 
フレーム形ま ダブルクレードル 

全幅： 930mm 
シート离： 710mm 
巧抵巧上离：145mm 
ホイールべース：1625mm 
巧小回お半経： 3.5m 

走りとルックスを高;夕元でバランス 
スポーツ性に優れた個性がクルーザー 
走りの性能と個性的なルックスをバランスさせた異色のクル 

ーザー。45’巧ちVツインエンジンに組みをわされる足まわり 

はインナーチューブ経？i41mmの倒立フロントフォーク。そこ 

に300mmディスクブレーキと2ポットキャリパーをセット。ス 

ポーツバイク顔負けの装備が満載だ。 

Specifications 
エンジン形ま :来冷4ストS0HC4バルフ-Vを2気巧 
排気量/ボアXスト□-ク 
圧挺拿——— 
«巧出力/ホ大トルク 
車両ま量 
お》 
み义方ま/おおI方が 

' 399cc/65.0mmX60.2mm 
I 10.5:1 
1 33ps/8000rpm/3.4kg-m/6000rpm 

265kg 
133km/e (60km/h定地を巧な） 
Iフルトラ/セルフ 

タンク容量/オイルを量 15.0 6/3.76 
ミッション形ま 5段 
サスペンション前/巧 釘立テレスコビック/スイングアーム 
ブレーキ前饼 ；シンブルディスク/り-ディンブトレ-リンブ 
タイヤ前/巧 130/90-16/170/80-15 
フレームおま ダブルクレードル 

Intruder Classic400 
イントルーダークラシック400 

Color Variation 

-ルネプラーブラック 

Price 

皿BE3 81万9000円 

諷乂シミュレーション 

車両本が価お 78万円 
検査登替キ巧き巧巧を巧お1万8000円 
巧まお巧巧 1万卵加円 
巧込み巧％)含討を巧 85方6800円 

重量我 
自賠責保除巧(37ケ巧） 

7500円 
乃7780円 

I.藍Bxm 88万2080円 

快適な□ングクルージングを演出ずる 
ゆとりあるライディングポジション 
狭角456 Vツインエンジンが生み出すパワフルな出力特性と口 
ングクルージングを快適に楽しむためのゆとりあるライディン 

グポジションが魅力。クラス最大級の1655mmのホイールベー 
ス &700mm のシー 卜高を確保した車体には鞍型シートとワイ 

ドなプルバックハンドルをセットする。 

Specifications 
エンジン形ま 水冷4ストS0HC4バルブV型2ミ巧 
#巧置/ボアXストローク 399cc/65.0mmX60.2mm 
圧淀ま J0.5:1 

33ps/8000rpm/3.4kg-m/6000rpm 
車■巧重量 
が巧 1 
点火方ま/搗ぉ方ま1 
タンク容量/オイル容量 

275kg 
33km/e (60km/hを地走行巧） 
フルトラ/セルフ 
17.0 6/3.7 2 

ミッションおま 
サスペンション前/巧 
ブレーキ前/巧 1 
タイヤ前/巧 

: 5段 
正立テレスコピック/スイングアーム 
シンブルディスク/リ-ディングトぃリング 
130/90-16/170/80-15 

フレーム形が ダブルクレードル 

Intruder Classic400キャストホイール仕様 
イントルーダークラシックがのキャストホイールけ:巧 

Color Variation 

82万9500円 

89で2580円 

キャストホイールで足元を飾る 
もうひとつのイントルーダークラシック 
をりとスタイルに定評のあるイントルーダークラシック400。 
そのが生モデルとしてラインアップに追加されたキャストホイ 

-ル仕様。足元にクラシカルをデザインが採用されたキャスト 

ホイールをセットすることじより、ベースモデルとはひと巧も 

ふた味も違つた独自の世界観を演出。 

Soecifications 
エンジン形ま 水冷4ストS0HC4バルブV型2気巧 
择ま置/ボアXストローク 399cc/65.0mmX60.2mm 
圧巧を 10.5:1 
度岳出力/巧大トルク 33ps/8000rpm/3.4kg-m/6000rpm 
巧巧を量 275kg 
化資 
点义ちま/抬巧方式 
タンクを量/オイル容量 
ミッション形が 

33km/e (60km/h定お走行巧） 
フルトラ/セルフ 
17.0 6/3.7 2 
5段- 

サスペンションおパを 正ホテレスコビック/スイングアーム 
ブレーキ前/巧 
タイヤ前/巧 

シングルディスク/りーディンブトレーリング 
130/90-16/170/80-15 

フレーム形式 ダブルクレードル 

全幅： 955mm 
シートな： 700mm 
巧化地上高：140mm 
ホイールべース；1655mm 
巧小回お半ほ： 3.0m 
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Intruder Classic400キャストホイール仕様SPKIAL EDITION 
イントルーダークラシック400キャストホイールスべシャルエディション 

Color Variation 

ワイルドな専用装備で身を固めた 
個性豊かなスペシャルエディション 

Price 

1;鹽了::ロホ-だ‘1 85万500円 
麻乂シミュレーション 

ま兩本が価洛 81万円 
お查登！!手巧き巧巧手巧料 1方8000円 
がまをが巧 1巧8000円 
税込み(5%)さ計を巧 郎巧83加円 

重量巧 7500円 
自賠貴巧換料(37ヶ月） 1方7780円 

nn!!!■.里り!, 91万3580円 

イントルーダークラシック400の派生モデルとして人気を集め 

るキャストホイール仕樣にスペシャルエディシヨンが登場。錫 

付きの鞍壁シートを装備することでよりワイルドなスタイルを 

作り上げている。パールホワイトカラーのモデルではゴールド 

のグラフィックがさらに魅力を高める。 

Specifications Size 
エンジンおま ：水冷い卜SOHC4バルブV型2気衍 Aを. ocnn〜〜 
を気蓋/ボアXストロークI 399cc/65.0mmX60.2mm 
圧姑を !10.5:1 
巧萬出力/巧大トル^ i 33ps/8000rpm/3.4kg-m/6000rpm 
車両至* 275kg 
が巧 
点义方式/始勤方ま 
タンク容量/オイル容« 
ミッションおま 
サスペンション前パを—!正立テレスコビック/スイングアーム 
ブレーキ前I'後— シンブルディスク/リ-ディンブトレこリンブ 
タイヤ前/巧 口0/90-16/170/80-15 
フレームおま ダブルクレードル 

V-TWIN MAGNA 
Vツインマグナ 

color Variation 

■■グラフアイトフラック 

Price 

1壓淵!'間59万8500円 
期! 乂シミュレーシヨン 
ま両ホが価格 57方円 
検査登録手扬きげ巧手な巧 1万7000円 
巧車整がお 1万7000円 
稅这みほ％)合がをな 63万4200円 

重量が（巧回のみ） 6300円 
自赔黄なお料(37ヶか 1万2080円 

1の印！がぶ!ら5万2ち8。円 

クラスを超えた存在感ぞ演出する 
緊張感漂ラシャープなスタイル 
野生美あふれるクール&ワイルドなシルエットが魅力。グラマ 

ラスなフユーエルタンク、美しい輝きを放つをデイテールなど 

クオータークラスを遥かに超えた圧倒的な巧在感を演出する 

装備を満載。 

Specifications 
エンシ•ンお式 空冷4ストD0HC4バルカ/型2ち巧 
巧ち量/ボアXストローク 249cc/60.0mmX44.1mm 
圧谎牽 
巧离出力/巧大トルク 
車両ま最 
燃か - 

1 11.0:1 
27ps/10000rpm/2.3kg-m/7500rpm 
184kg 

^ 36km/e (60km/hを地を巧巧） 
点火方式/お動方式 'フルトラ/セルフ 
タンク容量/オイルを里 ‘ii.oeパ 
ミッション形式 
サスペンション前/後 
ブレーキ前パを 
タイヤ前/巧 
フレーム巧さま 

.娘 
正立テレスコビック/スイングアーム 
シンブルディスク/リ—ディングトぃリング 
120/80-17/150/80-15 
ダブルクレードル 

全お： 880mm 
シート奋： 690mm 
巧低化上畜：130mm 
ホイールべース；1620mm 
巧小回おキ涅：3.1m 
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DS250 

Color Variation 

H 」ーブークオレンジメタリック1 

Price 

瞧扯im 57万7500円 
がH-クれンジパわか 59万8500円 
用乂シミュレーション 

を巧本巧価巧 55万円 
榜宜畳録キ扬き巧斤手を巧1巧7000円 
讲車整«料 1万70叫円 
巧込み巧％)を計を巧 61万3200円 

を■巧く巧回のみ） 6300円 
自お*巧お巧田7ヶ月）1巧2080円 

I地!!63万1580円 

風巧あるスタイリングを見せつける 
ドラッグスターシリーズの末弟モデル 

250CCクラスのモデルながら、DSシリーズならではの大らかで 

風格ある口_&ロングフオルムは健在。大型モデルと同様、を 

をVツインユニットにはスロットルポジションセンサー捨載の 

キャブレターを採用。レスポンスに優れたむ地よい走りの世巧 

をライダーに提おしてくれる。 

Specifications 
エンジン形式 空冷4ストSOHC2バルブV型2気巧 
巧ち量/ボアXスト□-ク ； 248cc/49.0mm X 66.0mm 
圧縮率 :10.0:1 
巧ち出力/巧大トルク 20ps/8000中 m/1.9kg-m/6000rpm 
車兩まち 160崎 
ぉ巧 51km/e (60km化を地走巧紙 
点义方式/お巧方巧 TO/セルフ 
タンク容量/オイル容量 11.02/1.86 
ミッション形式 娘 
サスペンション前/後 ;正立テレスコピソク/スインブアーム 
ブレーキお/巧 シンプルデ < ス7/リ-ディパトレ-リンブ 
タイヤ前け妾 80/100-18/130/90-15 
フレーム形ま ダブルクレードル 

全恒： 935mm 
シート萬： 670mm 
巧低地上畜：150mm 
ホイールベース：1530mm 
巧小回お半淫： 2.9m 

ELIMINATOR 250V 
ェUミネーター250V 

迫力満点のドラッガースタイルで 
クラスを選かに超えた存在感をを張 

Price 

I;店なもSな!—■おj 58万6950円 
巧乂シミュレーシヨン 

車巧本な:価格 55方目000巧 
格查登録手続き巧巧手をお1巧7000円 
巧車を巧お 1万7000円 
税込み(5%)合■計を巧 62巧2650円 

巧*巧（巧]回のみ） 6300円 
自賠責保険料は7ブ月： 1巧2080円 

I邏誦64万1030円 

1620mmのホイールべース&690mmのシート高を実現。口一& 

ロングのドラッガースタイルが特徴的なクオータークルーザー。 

搭載されるエンジンはスムーズな吹け上がりと力強いパワーフ 

ィールを発揮するDOHC90。Vツイン。スポーツモデルに匹敵 

する優れたハンドリング特性も魅力。 

Specifications 
エンジン形式 
おま■/ポアXストローク 
圧統率 
度巧出カノ巧大トルク 
車両重量 
お巧 

水冷4ストD0HC4バルブV盤2ち巧 
249cc/62.0mmX41.4mm 
12.0:1 
35ps/12500rpm/2.4kg-m/9500rpm 
17化g (を媛,） 
33km/e (60km化を地ま巧巧） 

点义方ま/おお)方ま トランジスタ/セルフ 
タンクぎ量/オイル容« 13.0 8/2.1e 
ミツションおま 目段 _ 
サスペンション巧/後 正立テレスコビ7ク/スゴングアこム 
プレーキ前/巧 シンブルディスク/リ-ディングトレ-リンヴ 
タイヤお/巧 120/80-17/160/80-15 
フレームおま ダブルクレードル 

全精： 775mm 
シート岳：的0mm 
巧低地上富：150mm 
ホイールべース：1620mm 
及小回お半塔： 3.0m 



GSX1400 

Color Variation 

Price 

imtinul04万7900円 
巧乂シミュレーシヨン 

ま兩本が栖巧 99万8000円 
おを登録手魚きが巧手なお1万8000円 
巧まを巧お 1巧8000円 
巧泣みほ％)合iナを巧 108巧5700円 

ま摄巧 7500円 
自お資巧横巧(37ヶ巧） 1万7780円 

|地阻!たI111万980円 

至極のスポーツライディングを生む 
ビッグネイキッドのプレSアムモデJl/ 

4気筒DOHCエンジンで最大級の1401CCの排気量に、6速ミッ 

シヨンを組み合わせたビッグスポーツネイキッド。アクティブ 

なパワートレインにはが向6ポットキャリパーと證幸320mmフ 

口ーテイングダブルディスクで制動系を強化。パワーとコント 

ロール性をバランスさせたマシンだ。 

Specifications 
エンジンfさ萃_ .油冷4ストD0HC4バルブ泣列4気巧 
巧员量/ボアXストローク1401cc/81.0mmX68.0mm 
圧巧率 — 9.5:1 
巧高出力/巧大トルク100ps/'6500rpm/12.8kg-m^5000rpm 
車両重置 ； 226kg (乾读） 
が巧 : 28km/l (60km/h定iせま巧値） 
点义方式/始動方まフルトラ/セルフ 

Size 

全長： 2160mm 

タンク容量/オイル容量 
ミ‘:/ションおま 
サスペンション前/巧 
ブレーキ前巧を 
タイヤ前/後 
フレーム形ま 

22.0 6/5.7 6 
■ 6段 
、正立テレスコピック/スイ 

ダブルクレードル 

ングアーム 
ルテ^イスク 

全幅； 810mm 
シート忌： 775mm 
巧低巧上葛：comm 
ホイールべース：1520mm 
巧小回お半径： 2.8m 

GSX1400 SPECIAL EDITION 

四田五四104万7900円 
巧入シミュレーシヨン 

ま巧本が価巧 99乃8000円 
ちを登泻手規きげ巧手な巧1万8000円 
巧まを備ネ斗 1乃8000円 
巧込み(5%)合計をお 108巧5700円 

ま量巧 7500円 
宫お黄巧おおは7ヶが 1巧7780円 

けMg巧で,111万980円 

往年のワークスカラーでおられた 
スズキ=油冷エンジンを象徴ずる仕様 
パワフルな走りと卓越したコントロール性でビックネイキッド 

の頂点に君臨するGSX1400。そのスペシャルエディシヨンと 

して追加されたこのモデルには、スズキ=;由をエンジンを象徴 

するかのような往年のワークスカラーを採用。r勝利のスリー 

ス トライプ」が再現されている。 

Specifications 
エンジンおま 
がち*/ボアXストローク 

；油を4ストD0HC4バルブお列4気巧 
1 1401cc/81.0mmX68.0mm 

圧結牵 ! 9.5:1 
巧寓出力/«大トルク ,100ps/6500rpm/12.8kg-m 巧000rpm 
ま巧重Jt i 226kg能㈱ 
燃黄 ' 28km/l (60km/hを地走行イ直） 
点义方ま/抬勤ちま フルトラ/セルフ 
タンク容量/オイル容量 22.0 6/5.76 
ミッション形ま !娘 
サスペンション前/後 ,正立テレスコビック/スイングアーム 
ブレーキ前/?を ダブルディスク/シンブルディスク 
タイヤ前/巧 120/70-17/190/50-17 
フレームおま ダブルクレードル 

全お： 810mm 
シート畜： 775mm 
巧低地上岳：130mm 
ホイールべース：1520mm 
巧小回お半径： 2.目m 

CB1300 SUPER FOUR 

Color Variation 

に■，-….•王T■ゴ'-孔が=1むのド 
亡口 r—-にンこ一山■のイトげジブ.1物レト巧Uック 
■=3プ—巧ス乃‘;’’ク巧リヴか巧タルシ;がリック 

Price 

™2233111万3000円 

A日S仕横118万6500円 
M入シミュレーシヨン 

ま巧本が価格 106万円 
おを登沒手《き巧斤手巧料1方8000円 
巧ま整《巧 1万8000円 
巧込み（5%)さ計を巧 115で800円 

重量巧 7500円 
自賠資巧ち巧は7ヶ月） 1巧77如円 

IW!阻り! 1117万6080円 

ノ Vイレベルな運動性能を実現した 
ホンダ*ネイキッドのフラッグシップ 
中低ま域で沸き上がるトルクフルな走りが持ちはのリッター 
才ーバー ネイキッド。 搭載されるエンジンはホンダが'誇る電子 

制御燃料瞎射機構を採用した1284CCDOHC4気筒ユニット： 

ビッグスポーツバイクならではの官能的なスポーツライドがお 

能できる。ABS搭載車も設をされている。 

Specifications 
エンジンおま 水冷4ストD0HC4バルブを列4ち巧 
ホ気量/ボアXストローク 1284cc/78.0mmX67.2mm 
圧巧率 9.6:1 
巧高出力/巧大トルク 101ps/7000rpm/11.6ka-m/5500中m 
車両重爱 259kg (264kg) 
燃巧 25.5km/C (60km/hま:化走行値） 
お义方ま/おお方式 フルトラ/セルフ 
タンク容量/オイル容曼 21.0e/-e 
ミッション形ま 5段 
サスペンション前/後 正なテレスコビ7ク/スイングアーム 
ブレーキ前/巧 ダブルディスク/シングルディスク 
タイヤお/巧 120/70-17/180/55-17 
フレームお式 ダブルクレードル 

Size 

全長： 2220mm 

-节ぶが-: 

鸿幾-V、’ 

を幅： 790mm 
シートま： 790mm 
ホイを巧上畜：135mm 
ホイールべース：1515mm 
巧小回お半径： 2.7m 

CB1300 SUPER BOL D'OR 

こ■ .7:-ご-ムが仆Xわ巧'-アレがィむパド 
czm ■-.r;•こ-ム•のイいテ1’;■卜乃-.’で巧リ，•ク 

.心巧ス:み;Iク巧リククが-ルでミがパリッフ 

Price 

I ホt!Liぶ！！.に 1121万8000円 
ABS仕な129万1500円 

«乂シミュレーシヨン 

を西本ホ価格 116万円 
玲空登録手拐き巧行手巧巧1巧8朋0円 
巧車整巧巧 1で8000円 
巧込みほ％)合封■を巧 125巧胡00円 

至■巧 7500円 
自お資《おおは7ヶ月！ 1万7780円 

口曲因23128万1080円 

整流効果をもた5ずA—フカかW±樣で 
余裕と快適性あるスポーツライドを約束 
軽量なハーフカウルを採用したスポーツツアラー。パワーユニ 

ットはCB1300スーパーフォアと同様、カウルのエアマネージ 

メントによってダイナミックながらもか適性を兼ね備えた走り 

を実現している。カウルの內側左右には容量約1£の収納スぺ 

-スが確保しツーリングでの使い勝手も◎D 

Specifications 
エンジンおま 
巧ち置/ボアXストローク 

水冷4ストDOHC4バルブが列4ミ苗 
1284CC/78.0mm X 67.2mm 

圧巧率 " 9.6:1 
巧な出力/巧大トルク 
を巧巧麗 
が巧 

101ps/7000rpm/11.6kg-m/5500rpm 
264kg (270kg) 
25.5km/fi (60km/h定化を巧馆） 

ぉ义ちま/始面方ま フルトラ/セルフ 
タンク容量/オイル容量 
ミッションお式 
サスペンション前巧を 
プレーキおパ罢 

5段 
'正立テレスコピソク/スイングアーム 
ダブルディスク/シングルティスク 

タイヤ前/巧 
フレームおホ 

120/70-17/180/55-17 
；ダブルクレードル 

Size 

全長： 2220mm 

全悟： 790mm 
シート离： 790mm 
巧低地上畜：135mm 
ホイールべース：1515mm 
巧小回お半径： 2.7m 



CB1300 SUPER FOUR Special Edition 

Price 

匹匹五田3121万8000円 
屏乂シミュレーシヨン 

車両本が価巧 116万円 
樓查登録手待き巧巧手巧巧1巧8000円 
巧まをが料 1乃如00巧 
巧込みほ％)合計を巧 125万5800円 

重蓋税 7500円 
自賠黄なお巧(37ヶ月） 1万77如円 

□05203128万1080円 

XJR1300 
XJRISOO 

Color Variation 

H夕一^バーフリッシュブ/レ-メタリックL 
圓フラックメタリックX 

Price 

I!誦ぷ!り!■,10S万1500円 
度入シミュレーション 

ま巧本が価お 103万円 
樓を登巧手持き巧巧手巧料1巧目000円 
が車を巧料 1万8000円 
巧込み(5%)合計を巧 1り巧930D円 

ま置税 7500円 
自賭資保おお(37ヶ月） 1巧7780円 

uuasm'j 114万4580円 

八イレベルな運動性能を実現した 
ホンダ-ネイキッドのフラッグシッフ 
ビックネイキッドならではのパワフルな走りと迫力のあるスタ 

イルはそのまま、往年のさ車CB1100Rを彷彿とさせるトリコ 

口ールカラーに身を包んだスペシャルエディシヨン。メインフ 

レーム&フォークのボトムケースのホとを部のゴールドパーツ 

が美しいコントラストを生み出す。 

Specifications 
エンジンおま え冷4ストD0HC4バルブ巧列4気巧 
巧夕11/ボアXストローブ 1284cc/78.0mm X 67.2mm 
城牽 9.6:1 
巧萬出力/巧大トルク 101 ps/7抓Orpm/11.6kg-nV5500rpm 
車両重量 ■ 264kg 
お巧 25.5km/e (日Okm/h定地走行巧） 
お义方ホ/始勒方式 フルトラ/セルフ 
タンク容量/オイル容t 21.0e/-c 
ミッション形ま :5弦 
サスペンション前/?を1 P正立テレスコビック/スインブアーム 
ブレーキ前/巧 1 ダブルディスク/シングJと马ク 

120/70-17/180/55-17 タイヤ前/巧 
フレーム形ホ :ダブルクレードル 

Size 

全長： 2220mm 

全幅： 790mm 
シート寓： 790mm 
巧ほ化上ち：135mm 
ホイールべース：15巧mm 
巧小固転半径： 2.7m 

国内最大排気量の空をエンジンを搭載 
五感に刺激をちえるリッタースポーツ 
1250CC空;令DOHC4気筒エンジンを搭載したヤマハネイキッド 

スポーツのトップモデル。エンジンを巧の変更巧びそれに伴う 

最適化を重ね、コントロール性に優れた中低速重視のセッテ 

ィングを採用。インナーチューブ径^43mmのフロントフォー 

ク&才ーリンズ製リアサスを装備する。 

Specifications 
エンジンおま ： 
巧気f/ポアXストローク 

空を4ストD0HC4バルブ並列4気街 
1250cc/79.0mmX63.8mm 

圧巧を 
巧高お力/ホホトル々 

9.7:1 

車両重fi 
燃資 
点火方ホ/拾巧方式 

245kg 
21km/e (目Okm/h定i也を巧植） 
TCI/セルフ 

タンク容里/オイル容量 21.0 5/4.26 
ミツシヨンおま 5段 
サスペンション前/後 
ブレーキ前/巧 
タイヤ前/後 
フレーム开さま I 

正立テレスコピック/スイングアーム 
ダブルディスク/シングルディスク 

:120/70-17/180/55-17 _ 
,ダブルクレードル 

苗？e 

全長： 2175mm 

全括： 7妨mm 
シート宮： 795mm 
巧あ地上奋：125mm 
ホイールべース：1500mm 
巧小回お半径； 2.8m 

Bandit1250S ABS 
バンデイツト1250SABS 

Color Variation 

■By ルネブラーブラック 
圓パールスズキディーでJUsJa呂 

Price 

Em2203102万 gooo円 
辑乂シミュレーシヨン 

車巧本化価格 98万円 
ちを登な手汤き巧巧を巧巧1巧8000円 
巧車を備巧 1万8000円 
お込みほ％)合計を巧 106巧6800円 

巧量税 7500円 
目贈黄なお料(37ヶ月） 1巧7780円 

nEgrm109万2080円 

扱いやずいトルクフルなエンジン特性に 
快適性を兼ね備えた八ーフカウルを採用 
コンパクトながら高い防風効果を発揮するハーフカウルを採 

用。大排気量車ならではのゆとりある走りにげ適性をミック 

スすることで魅力は倍増。高速走行からワインディングまで、 

あらゆるステージでそのポテンシャルを発揮する。電子制御式 

ABSを標準採用した安全性能の高さも魅力。 

Specifications 
エンジンお式 水冷い卜D則C4バルブが列4巧巧 
お11/ボァXストロ-ク 1254cc/79.0mmX 64.0mm 
圧縮率 10.5:1 
巧离出力/巧大トルク 
車両重 

100ps/7500rpm/10.9kg-m'3500rpm 
229kg (を巧} 

燃資 27.0km / C (60km/h定化走斤時） 
か乂方致/始巧方み フルトラ/セルフ 
タンク容量/オイル容» 
ミッション形ま 

19.0 6/3.7 6 
—6挺 

サスペンションおパを 
ブレ—キ—臟- 
タイヤ前/巧 
フレーム形ま 

卜击立テレスコビック/スイングアーム 
— 9ブルデイスク/シング~ルデイスク 

120/70-17/180/55-17 
ダブルクレードル 

Size 

を長： 2130mm 

全悟： 790mm 
シートま：渐nvぶ麻 
かあ地上岳：135mm 
ホイールべース：1480mm 
巧小国お半径： 2.8m 
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Bandit1250ABS 
バンデイツト1250ABS 

Color Variation 

Iバーレをフラーフラック 
Iパールススキディープフ;レ"化ぶ 

Price_ 

I巧KT?巧，巧99万7500円 
牌乂シミュレーション 

ま:両本が価巧 95万巧 
巧查登録手おを巧斤手なお1万8000円 
巧車あな料 1巧8000円 
お込み(5%)合計を巧 103方5300円 

を量巧 巧00円 
自賠黄保険す斗は7ケ巧）1万7780円 

国田誦106万580円 

扱いやずさと走る楽しさを追求した 
マルチに使えるリッタースポーツ 
バンディット1250Sのノンカウルバージョン。搭載されるエン 

ジンや電子制御がABSの標準採用といった機能面に相違はな 

く、才ーバーリッタークラスならではのパワフルな走りも健を 

だ。コンパクトなライディングポジションが生み出す巧いやす 

さは格別で、多くのライダーに対応する。 

■[jj今心叫HC4四ピ塑辟g. 全長： 2,30mm 

燃• t 27.0km / 2 (60km/hを地を巧時） 
点义方ま/お苗)方ま：フルトラ/セルフ 
タンク容量/オイルを« 19.0 e /3.7fi 
ミッションお式 16段_ ___ _ 
サスペンション前/巧す正立テレスコピック/スイングアこ与 
ブレーキ前/?を ダブルディスク/シングルディスク 
タイヤ前パを 120/70-17/180/55-17 
フレームおボ ，ダブルクレードル _ 



ZRX1200DAEG 
ZRX1200DAEG 

あらゆる条件で高し傍定性を確保 
ジャパニーズスタンダードネイキッド 
ダブるクレードルフレームに水冷4ち筒DOHCユニットを搭載。 

「ジャパニーズスタンダードネイキッド」をコンセプトに開発 

されたカワサキの国内トップモデル。巿街地からワインディン 

グ、富速道路まであらゆるユテージにおいてま定感に長けた走 

巧性能を発揮する。高い快適性や足つき性のよさを含め、日 

本人ライダーにジャストフィットする才ールマイティな能力を 

高いレベルで実現している。 

【ザ•凶■ムロ。で1 11。で円 

中*巧けい){かわ)；IK-ク巧け11斗でr円 

巧乂シミュレーシヨン 

を巧本が化巧 106万6667円 
検を登録手なき巧巧手なお1方目000円 
納まお巧お 1巧8000巧 
巧込みほ％)き計をお 115巧7800円 

ま麗税 7500円 
自賠資イ呆おおは7ヶ巧） 1巧7780円 

00Sinai18万3080円 

Specifications 
エンジン形式 
操ち量/ボアXストローク 

水を4ストD0HC4バルブが巧4気巧 
"1164cc/79.0mmX59.4mm 

圧痛を 10.1:1 
巧萬出力/巧大トルク 11Ops/8000rpm/' 0.9崎-m/60如 rpm 
圭兩金量 
が巧 
ぉ义方ま/始お方ま 

246kg 
-k怖e (目Okm/hを化を巧1直） 

'トランジスタ/セルフ 
タンク容量/オイル容量 18.0 6/3.5 6 
ミッションおま 娘——- 
サスペンション巧/後 
ブレーキ前/巧 
タイヤ前/巧 
フレームおま 

正立テレスコピック/スイングアーム 
ダブルディスク/シングルディスク 
120/70-17/180/55-17 

'ダブルクレードル 

全精： 770mm 
シート寓： 795mm 
巧ほ地上萬：135mm 
ホイールベース：1470mm 
巧小回お半径：-m 

ZRX1200R 
ZRX1200R 

Color Variation 

^革でンデイライムブU—ン 
Hイタリックディアブ!コブラック 
HライムグIJ—ン 

Price 

™22233102万3750円 
わみうイが卜 >104万ら000円 
な乂シミユレーシヨン 

ま兩本が価格 97方5000円 
おを登録手巧き巧巧手巧が1巧8000円 
巧ま整说料 1巧抓00円 
巧込みほ％)合計金額 106万15加円 

を量巧 7500円 
自階資イ呆おおは7ヶ月） 1巧7780円 

口EEEm 108万6830円 

CBR1000RR 
CBR1000RR 

Color Variation 

Price 

L化な；L巧?!-た 1 139万円 
トリコロール 142万円 

W乂シミュレーシヨン 

車巧本が価格 132万3810円 
おま登錄手筑き代行を致お1巧8000円 
巧まなお巧 1巧8000円 
巧込みほ％〉合おを巧 142巧7800円 

董•税 7500巧 
きお*巧おおは7ヶ月： 1万7780円 

1.凹!!BiUl 145万3080円 

醒 熟成されたかをパワーユニットを搭載 
カワサキを象徴するフオルムが人気 
これまで空冷のゼファーシリーズと双璧を成し、カワサキのス 

タンダードとして多くのファンから支持を集めてきたZRXシリ 

-ズのトップモデル。Z1200DAEGにそのポジションを譲るこ 

とになったが往年のを車Z100ORを彷彿とさせるマッシブなフ 

オルムはいつまでもを權せることない。 

Specifications 
エンジンがま 
拚気量/ポアXストローク 

を冷4ストDをに4バルフ-な列4気巧 
1164cc/79.0mmX 59.4mm 

圧巧を 10.1:1 
巧岳出力/JR大トルク 
車両重ft 

95ps/7500rpm/10.3kg-m/3500rpm 
224kg【乾燃 

が巧 -km/8 (60km/hを地を巧お） 
点义方ま/巧巧方が 
タンク容量/オイルを量 

トランジスタ/セルフ 
18.0 6/3.56 

ミッション巧きま —5一段 
サスペンション前/巧 正立テレスコビック/スイングァーム 
ブレーキ前/巧 ダブルディスク/シンブルディスク 
タイヤ前/?を 
フレームおホ 

120/70-17/180巧5-17 
ダブルクレードル 

Size 

を程： 780mm 
シート富： 790mm 
巧お地上高：135mm 
ホイールべース：1465mm 
巧小回お半径： 2.7m 

人車一体のコントロールを能を追求した 
ホンダび培ってをた最高峰技術の結晶 
昨年フルモデルチてンジを果たしたホンダが誇るスーパースポ 

-ツの最高峰。高剛性アルミツインチューブフレームにはコン 

バクトに設計された999CC水ぶDOHC4気筒エンジンを搭載。 

マシンとライダーが一体になる愉楽の走りを昧うことができ 

る、まさに世界最高峰のスポーツマシンだ。 

Spe 幻"cations 
エンジン巧多ま 水をストDOHC4バルブを列4気巧 
挤ち■/ポアXストローク I 999cc/76-0mmX55.1mm 
圧巧幸 
ft奋出力/g大トルク 
巧両重量 
燃* 
お火方が/始姑ち式 
タンク容■/オイル容虽 

!12.3:1 
1 118ps/9500tpm/9.7kg-m/8350rpm 
i 201kfl 
1 24.5km/e (60km/hを化を巧馆） 
^フルトラ/セルフ 

17.05 
ミッションお式 娘… 
サスペンションが/巧 煩なテレスコピック/スイングアーム 
ブレーキ前/後 ダブルディスク/シングルディスク 
タイヤ前/巧 120/70-17/190/50-17 

ダイヤモンド フレームお式 

Size 

全長： 2080mm 

全幅： 680mm 
シート活： 820mm 
巧あ!也上ま：130mm 
ホイールべース：1415mm 
巧小回お半径； 3.3m 



CBRl000RR Special Edition 

Color Variation 

■バイフラントオレンジ 

Price 

I画ぉ刷'1;】143万500円 
麻乂シミュレーション 

巧両本巧価お 141万円 
おを登録手待き巧朽を致お1巧8000円 
納車整備料 1巧8000円 
税込みほ％)合計をお 151万8300円 

ま《税 7500円 
自赔黄イ呆険料(37ヶ巧） 1万7780円 

nos 雪 1154万3580円 

MotoGPマシンのルックスを再現した 
CBR1000RRのスペシャルエディシ3ン 
Repsol Honda TeamのワークスマシンであるRC212V。その 

イメ ージのカラーリングが拖されたCBR1000RRのスペシャル 

エディション。カウルにはRepsolロゴを忠実に再現し、メイン 

フレームとスイングアームをま用色のシルバーに設定。スポン 

サーステツカーも付属品として同捆する。 

Specifications Size 
车ンジン巧さ萃一 水冷ストD0HC4バルブ並列4ち巧 
揉気■/ボアXストローク999cc/76.6mmX55.1mm 
圧滿を 
お奋出力/巧大トルク 
革巧重ft 
お度 
点火方ま/始叔方ま 
タンク容t/オイル容量 

12.3:1 
118ps/9500rpm/9.7kg-m/8350rpm 
201kg 
24.5km/(60kmホ定地走斤お） 
フルトラ/セルフ 
17ぶ2/— e 

ミッション形式 . 6段 
サスペンション前/巧 倒立テレスコビック/スイングアーム 
プレーキ前/巧 ダブルディス勺7;八ブルディスク 
タイヤ前/を 120/70-17/190巧0.17 
フレームおま ダイヤモンド 

を僖： 680mm 
シート巧； 820mm 
话あ地上を：口0mm 
ホイールべース：1415mm 
巧か回お半涅： 3.3m 
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忆1 FAZER 
FZ1フェザー 

Color Variation 

MダークブレーメタUックG 
■■デイーフレツドメタリックK 

Price 

II化はおgお!rた1 105万円 
拍乂シミュレーション 

ま両本巧価格 100巧円 
巧査登巧手病き代巧手巧巧1巧8000円 
巧車整備巧 1万8000円 
巧込みほ％)合針をお 108万7800円 

7500円 
自胳貴なお料(37ヶ巧） 1万77邮円 

回四5203111万3080円 

精悍なスタイルと；のフルなまりで 
ツーリングをちつとェキサイテイングに 
ライダーの目を惹く精悍なスライルとパワフルかつスムーブな 

走りは持ちなのリッタースポーツマシン。そのパワーユニット 

は2004年型YZF-R1のエンジンをべースとし、スーパースポー 

ツ譲りのエキサイティングな走りの世界を演出。フエザーじは 

専用のハーフカウルが装着されている。 

Specifications 
エンジンおま 
排気量/ボアXストローク 

水冷ストD0HC5バルブ化列5気が 
998cc/77.0mmX53.6mm 

圧縮率 10点1 
巧菌出力/お大トルク 
車両垂里 
燃巧 

94ps/9000rpm/8.2kg-m/7500rpm 
225kg 
21.0km/e (60km/hを化を巧值） 

点火方ま/おお方ま 
タンク容1/オイル容量 

' TCI/セルフ 
18.05/3.86 

ミッション形式 娘 - - 
サスペンション前パを 闻ぶテレスコビック/スイングアーム 
ブレーキ前/巧 
タイヤお/巧 

ダブルディスク/シングルディスク 
120/70-17/190/50-17 " 

フレーム形ま ダイヤモンド 

Size 

を長： 2140mm 

を信： 770mm 
シート宮： 815mm 
巧あ地上富：135mm 
ホイールべース：1460mm 
巧小回お半径： 3.3m 

FZ1 
F21 

Color Variation 

こコ。トイッシュホワイトカクテル1 
HブラックメタリックX 

Price 

99万7500円 
諷乂シミュレーシヨン 

車両本が価巧 95万円 
棲を登録を巧き巧巧手を巧1巧8000円 
巧車おが料 1万8000円 
巧&みほ％)合計を巧 103巧的00円 

自賠資巧険ネ斗 

iHIUIg'LTTl 

7500円 
(37ヶ巧） 1757780円 

106万580円 

YAMAJ1 

ワイルドかつスマートなシルエツトに 
スー1くースポーツ譲りの走りを融合 
スーパースポーツ譲りのエキサイテイングな走りをネイキッド 

モデルに。2004年型YZF-R1ベースのエンジンを/レ腺部に移植 

された帰国子女マシン。ワインデイングはもちろん、街角のコ 

-ナリングを思いのままに駆け抜ける絶妙な操作感は、ヤマハ 

独自の技術を持ってして成せる巧といえる。 

Specifications 
エンジンおま 
排気量/ポアXストローク 

水冷ストDOHCSバルブ並巧は気巧 
998cc/77.0nimX53.6mm 

圧縮率 
巧离出力/»大トルク 
車両重ft 
が巧 
ぉ义方が/始ぉ方ま 
タンク容量/オイル容8 
ミツションおが 
サスペンション前/巧 
ブレーキ巧/巧 

10.5:1 
94ps/9000rpm/8.2kg-m/7500rpm 
219kg 
21.0km/g (60km/hを地を巧な） 
TCI/セルフ 
18.0 6/3.8 6 
目段 
词ぶテレスコピック/スイングアーム 
ダブルディスク/シングルディスク 

タイヤ前/巧 120/70-17/190/50-17 
フレーム形が 'ダイヤモンド 

Size 

全長： 2140mm 

を倍： 770mm 
シート葡： 815mm 
巧低地上な：135mm 
ホイールべース：1460mm 
«小回ち半径： 3.0m 

ロングセラーを続けてきたホンダのスタンドSpecifications 

-ドロードスポーツ。端正なスタイリングの 

コントロール性を実現。 

エンジン形ホ 
排気量 

空冷4ストDOHC4バルブが列4ち巧 
747CC 

友离出力 75ps/8500rpm 
巧大トルク 6.5kg-m/7500rpm 
ま兩重;* 235kg 
ミッション形式 娘 

Price 

1!!R巧！L巧けぶ.178万7500円 

Color Variation 

HI Jl/NOンフJLr- 
■■キサンデイーブレイジンブレッド 

CB750 

6気筒エンジンを搭載した往年のを車CBXを 

イメージしたカラーリングが巧徴。ホとシル 
バーの専用スペシャルカラーが設定された 

受注期間限を車。タンクとテールカウルに 

は立体エンブレムを採用。 

Specifications 
エンジンおま を冷4ストD0HC4バルブな列4ち« 
辨気量 747CC 
巧高出力 75ps/8500rpm 
话大トルク 6.5kg-m/7如Orpm 
車両重fi 235kg 
ミッション形が5段 



CBR600RR 

Color Variation 

M ‘ツiJアンレッド 
■■ブijントウェーブストメタリック 
M巧つアイトフラック 

Price 

四匹S3丑107万6250円 
巧乂シミュレーシヨン 

巧両本体栖巧 102巧5000円 
巧を登録手巧き巧巧手なお1巧8000円 
巧ま整がネ4 1方8000円 
巧込みほ％)合討金巧 111万4050円 

重最税 7500円 
旨賠黄保お料(37ヶ月） 1巧7780円 

細!]。濕1113万9330円 

CBR600RR Special Edition 

Color Variation 

[=1/てールヴンビーム'下'ワイト 

Price 

む心ムロ。立4117万6000円 
巧乂シミュレーシヨ> 

ま巧本が価格 112万円 
巧S登録手規き巧巧手巧お1刀目000巧 
巧ま整巧お 1万8000円 
巧るみ巧％)を封を巧 121乃如00円 

言*巧 7500円 
自赔責イ呆除おは7ヶ月） 1巧7780円 

L1IM1お北1123万9080円 

CB400 SUPER FOUR 
CB400ス—パ—フォア 

Color Variation 

■■二rソディーフレイジyブレッドIッートン.： 
^ ：-'i/Nn>r7jir-(ッーI—ン） 
Hブ。こ'トウエーフフルータタIJック 
^ ‘ラフトフラック 
1=1；トルでンビーム巧ワイト 
Price 

t;,祖前口 71万9250円 
ッートーン75万750円 
ABS仕な79万2750円 

ABS仕辖•ッートーン82万42加円 
»乂シミュレーシヨン 

ま両本が価巧 68万5000円 
樓を畳结手巧き巧巧手を巧1方8000円 
巧を堅《巧 1万8000円 
拐込み巧％)さ封■をな 75方70如円 

ち■巧 7500円 
自お*保おお(37ヶ月:’ 1で77妨円 

|飄,り"| 78万2330円 

エキサイティングな走りを満陵でさる 
ミドルクラスのスーパースポーツ 
軽量化を図つたフレームにコンパクト設計の的9CC水冷DOHC4 

気筒エンジンを重ん、に近い位置にマウント。マシンと一体と 

なれる操縦性を手に入れたミドルスーパースポーツ。フロント 

アッパーカウルとサイドカウルを大胆にカットした斬新なスタ 

イリングもライダーをその気にさせる。 

Specifications 
エンジンお式 i水冷4ストD0HC4パルプが列4気巧 
ホ気«/ボアXストローク J 599cc/67.0mmX42.5mm 

1 12.2:1 圧搞率 
巧奋出力/巧大トルク 
ま巧重量 
が黄 

f 69ps/11500tpm/5.2kg-m/8500rpm 
；187kg 
* 29km/e (60km/h定巧去巧な） 

み义方式/始巧方式 
タンク容量/オイル容t 

'フルトラ/セルフ 
18.0e/— c 

ミッションおま ; 6段 
サスペンション前/巧 —倒立テレスコビック/スイングアーム 
ブレーキ前/巧 :ダブルディスク/シングルディスク 
タイヤ前/巧 120/70-17/180/55-17 
フレーム巧さま ダイヤモンド 

Size 

全長： 2010mm 

全傷：目85mm 
シート苗： 820mm 
巧低地上萬；135mm 
ホイールべース：1380mm 
巧小回お半を： 3.2m 

Mot日GP参戦マシンと同じカラーび魅力 
フアンび持ち望んだスペシヤ;W±様 
MotoGPに参戦しているK0NにA MINOLTA Hondaのカラーリ 

ングが施され眼をモデル。KONにA MINOLTA ロゴを配した力 

ウルにコニカミノルタプルーのホイールをセット。シルバーの 

フレーム巧びスイングアーム、ゴールドのブレーキキャリパー 

な ど レースマ シンを を 実に再現。 

Specifications 
エンジンおま 水を4ストD0HC4バルブが列4気宿 
巧気量/ボアXストローク ‘ 599cc/67,0mm X 42.5mm 
圧搪率 12.2:1 
及岳出力/巧大トルク . 69ps/11500rpm/5.2kg-m/8500rpm 
車両を量 187kg 
が資 29km/e (60krがhをi也走行巧） 
お义ちま/おお方式 Tフルトラ/セルフ 
タンク容量/オイルを量 ii8.oc/-e 
ミッションおま U段 
サスペンション前/巧 尚立テレスコピック/スインブアーム 
ブレーキ前/巧 'ダブルディスク/シングルディスク 
タイヤ前/巧 120/70-17/180巧5-17 
フレーム形ま ダイヤモンド 

全幅： 685mm 
シート高： 820mm 
面化巧上寓：135mm 
ホイールべース：1380mm 
宏小国拉半径： 3.2m 

俊敏な走りと精惇なスタイリング 
定番人気を誇るA—フカウル装備モデル 
新設計の399CC水冷DOHC4気筒エンジンには、電子制御燃料 

噴射機構とともにギアポジションとエンジン回転数そしてスロ 

ットル開度をお知演算する新バルブ制御機構のHYPER VTEC 

Revoを搭載。パワフルな走りと抜群の巧いやすさを見事に両 

立したマルチに使えるミドルスポーツ。 

Specifications 
エンジンおま 
をを*/ポアXストローク 
圧游率 
巧窝出力/巧大トルク 
ま兩重S 
が巧 

水を4ストD0HC4バルブが列4気巧 
399cc/55.0mmX42.0mm 

.11.3:1 
53ps/10500rpm/3-9咕肺9500rpm 
194kg (199kg) 
31km/e (60km/h定iを走巧巧） 

点义方ホ/始動方ま フルトラ/セルフ 
タンク容«/オイル容fi 18.06/—e 
ミッション形ま ’ 6段 
サスペンション前/後 正立テレスコピック/スイングアーム 
ブレーキ前/巧 ダブルディスク/シングルディスク 
タイヤ前/巧 120/60-17/160/60-17 
フレームおま ダブルクレードル 

Size 

を長： 2040mm 

全幅： 725mm 
シート奋： 755mm 
巧低地上畜：130mm 
ホイ—ルべ—ス；1410mm 
最小回お半裡： 2.6m 

CB400 SUPER BOL D'OR 

Color Variation 

^ニー:■ T—一:"レイジンブレッドじ/—卜ーン） :、一化へロンフ,卜（ツーIン） 
IHヴJントウエーフブ;トゾタリック 
1=1レr:•ゼームホワイト 

Price 

1細ム地!川79万2750円 
ツートーン82万4250円 

ABSせ按86巧6250円 
ABS仕读.ッートーン的万口50円 

»义シミュIション 

ま巧本巧価裕 75で扣00円 
巧交登巧手抚きげ巧を巧料1巧8000円 
的ま堅«巧 1万8000円 
税込み巧％)合封•を巧 83巧550円 

*■巧 7500円 
目賠責保お巧口7ヶ月） 1万7780円 

r籠どm 85万5830円 

ホンダが培った先進技術をここに結集 
ミドルスポーツのスタンダード 
先進テクノロジーによってスケールアップした走りがi甚能でき 

るミドルクラスの口ードスポーツ。その,レ臓部にはHYPER 

VTEC Revoを搭載した399CC水冷DOHC4気筒エンジンを搭 

載。強勤でしなやかなダブルクレードルフレームと相まって、 

切れ昧のあるスポーツせに長けた走りが可能。 

Specifications 
エンジンお式 
巧気■/ポアXストローク 

水冷4ストD0HC4バルフが巧4ち巧 
i 399cc/55.0mmX42.0mm 

圧捉ま 
巧岳出力/巧大トルク 
車両董ft 
mm 
ホ义方ま/始動方式 

11.3:1 
1 53p が10500rpm/3.9咕邮9500rpm 
’198kg {203kg) 
； 31km/e (60km/h定化を巧な） 
フルトラ/セルフ 

タンク容量/オイル容量 
ミッションお式 ! 

18.06/—e 

サスペンションが/巧1正なテレスコビック/スイングアーム 
ダブルディスク/シングルディスク 

タィャお/巧 1 120/60-17/160/60-17 
フレーム形ま ； ダブルクレードル 

Size 

全長： 2040mm 

全福： 725mm 
シートな： 755mm 
巧お地上喜：130mm 
ホイールべース：1410mm 
巧小回お半径： 2.6m 



CB400 SUPER FOUR Special Edition 

75万750円 

走りの高揚感が高ぶる漆黒のカラーリングSpecifications 

が魅力。限定きとしてラインアップされたミ-ンぉま.3水gjご卜D0HC4バルブ化列4ちが 

CB400スーパーボルドールのスペシャルエデ去晶巧 

ィシヨン。切れみのよい走りの性能はその空*占^ク 

53psyi0500rpm 
3.9kg-m/9500rpm 

まま、究極のルックスを手に入れた。 ミ非おがま6段 

CB400 SUPER B0L D'OR Special Edition 

Price 

I班なムロ 82乃4250円 

Color Variation 

<クラフアイトフラック 

ブラックのボディにゴールドとシルバーのス 

トライプが輝く CB400スーパーフォアの限 

を車。マットアクシスグレーの塗装が施さ 

れたエンジン、ブラックのブレーキキャリパ 

-などま用装備でみを固める。 

Specifications 
エンジンおま 水冷4ストD0HC4バルブが列4ミ巧 
蜂気量 399CC 
最离出力 53ps/10500rpm 
お大トルク 3.9咕-m,'9500rpm 
車両重198kg 
ミッションおま. 6巧 

XJR400R 

Color Variation 

fダークバーフリッシュストメタリックL 
IダークグレーメタUックB 

Price 

I画ぶiり;‘! 66万2550円 

巧乂シミュレーション 

車巧本化価格 目3万1000円 
検ず登録手持き代行手な料1万8000円 
巧車を巧料 1万如00円 
巧込みほ％)合おを巧 70万350円 

重量税 7500円 
白腊責保おお(37ケ巧） 1万7780円 

72万5630円 

GSR400 

Color Variation 

^ 了？卜万ががりが^ Rブト方がパリブ巧 
C-l •，'二づシが-仰.I,クc=uじこ•，•クシむ卜がリが） 
■■--成み-商地圓：::-就が-で,Hだ' 
^■訂タイソノ71；が (キサがソ/7b:.卜" 
口巧スス巧み施仆 

Price — 

K&fiw迎m 78方7500円 

ABs仕辖81万9000円 

巧乂シミュレーシヨン 

ま:两本が価格 75万円 
榜査登録手魚き巧巧手をお1万8000円 
か車を巧お 1万8000円 
税込み(5%)合計を巧 82万的00円 

を*巧 7500円 
自賠責保険巧(37ヶ月） 1万巧80円 

f.地 11111!!北1 85万580円 

YAMAHA 

マン&マシンの一体感がなわえる 
コントラーブルな空をネイキッド 
官能的なパワーフィールと軽快なハンドリング特性が持ち味。 

多くのライダーを虜にしてきたミドルクラスの空冷ネイキッ 

ド。パワーユニットとして採用されたる399CC空冷エンジンは、 

冷却系の装備を必要としないため軽量化に貢献。造型美にあ 

ふれるルックスも空冷ならではの魅力だ 

Specifications 
主シが幻威 i 
排気s/ボアXストローク； 
圧縮率 1 

-を洁4ミ川0HCかくルブ逝孙1気巧 
399CC/55.0mmX42.0mm 
10.7:1 

巧高出力/を大トルク1 
車雨M景 
ぉ巧-’ 

i 53口が。000rpm/3.6kg-m/9如Orpm 
199kg 
31km/e (目0km化定化を巧巧） 

お化方式/抱姑方式 
タンク容量/オイル容量 

TCI/セルフ 
20.0 6/2.8 6 - 

ミッション形式 
サスペンションお/巧 

6段- — 
正立テレスコピック/スイングアーム 

ブレーキ前/後 
タイヤ前/巧 

ダブルディスク/シングルディスク 
110/70-17/150/70-17 

フレームおま ダブルクレードル 

Size 

全ち： 2085mm 

を悟： 735mm 
シートな： 780mm 
巧ほ地上奋：115mm 
ホイールべース：1435mm 
巧小回転半径： 2.8m 

スーパースポーツ譲りのパワーユニット 
クラスをリードずるリアルスポーツ 
ハイパフォーマンスを誇るGSX-R600譲りの水;令DOHC4気筒 

エンジンをアグレッシブなシルエットにデザインされたグラマ 

ラスボディじ搭載したリアルスポーツ。そのポテンシャルを最 

大限に引き出すためにフユーエルインジェクションシステムを 

採用。ABS搭載まもラインアップ。 

Specifications Size 

全長： 2090mm エンジンお式 水冷4ストD0HC4バルブお巧4気巧 
巧ち4/ボアXスト□—ク , 398cc/54.6mmX42.5mm 
圧縮を 12.2:1 
话离出力/巧大トルク . 53psm000rpm/3.8kg-m巧000rpm 
車両M 185kg {190kg)(を巧） 
燃巧 35.5km/e (60km/hを化走巧巧） 
お义方巧/おかち式 1フルトラ/セルフ 
タンク容量/オイル容量 16.0 6/3.9 C 
ミッションお式 6段 
サスペンション前/巧 正なテレスコビック/スイングアーム 
ブレーキ前/巧 ダブルディスク/シングルディスク 
タイヤ前/巧 '120/70-17/180/55-17 - 
フレーム形ま ダイヤモンド 
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Impulse400 
イン/ツレス400 

Color Variation 

Hi/て一Jがブラーブラック 
口■巧な方ッSa巧?仆が-も;なキミディアムスト化2 

Price _ 

■:ずの■むHぶ"n 66万450円 

巧乂シミュレーシヨン 

車兩本か価巧 62万目000円 
検をきな手说き代巧手なお1巧8000円 
巧車整巧お 1方8000円 
税込み(5耗）さ計を巧 閒万8250円 

を«巧 7500円 
巧ほ7ケ巧） 1万7780円 自お黄巧険料た 

I3J3S233 71方7530円 

リニアな低中速トルク特性が持ち巧 
高い完成度を誇るミドルネイキッド 
搭載する水冷DOHC4気筒エンジン搭載には高回転域までスム 

ーズに吹け上がる複合渦流式燃焼室を採用。インナーチュー 

ブ径^41mmの高剛性フォーク、5段階のプリロードアジャス 

夕一&別体タンク付きガス分離加圧式倒立シヨックを採用す 

るなど、万全の装備がその走りをまえる。 

Specifications 
エンジン形式 ’水冷4ストD0HC4バルブが列4ち巧 
が気t/ボアXストローク 
往游率 
最巧出力/巧大トルク 
巧両US 
が巧 
点火でホ/始姑■方式 
タンク容量/オイル容8 
ミッション开さ式 

, 399cc/52.0mmX47.0mm 
'11.8:1 
的 ps/11000rpm/3.8kg-m/9500中 m 

^177咕（を烧） 
36.5km/e (60km/h定地走行值） 
フルトラ/セルフ 
16-0 6/3.2 6 

‘ 6段- 
サスペンション前/巧 
ブレーキ前/巧 
タイヤ前/巧 

丈立テレスコビック/スイングアーム 
ダブルディスク/シングルディスク 
110/70-17/140/70-17 

フレーム形が ダブルクレードル 

Size_一 

全長： 2080mm 

全お： 745mm 
シート夏： 760mm 
巧お化上畜：120mm 
ホイールべース：1435mm 
巧小回お半径： 2.7m 



Impulse400 SPECIAL EDITION 

66万450円 

71万7530円 

巧代イン/ (ルスのカラーリングを再現 
フアン垂疆のスペシャルエディシヨン 
初代インパルスとして人気を博したGSX400FS。そのイメー 

ジ彷佛とさせる黒とホのッー 卜ーンカラー、特別エンブレムを 

採用したインパルスのスペシャルエディション。「SUZUKI」エ 

ンブレムを燃料タンクに、「Impulse SPECIAL EDITION」エン 
ブレムをサイドカバーに採用。 

Specifications 
エンジンお式 !水ぶ4ストD0HC4バルブ並列4巧巧 
ホち量/ボアXストローク 
圧巧率 
巧窝出力/巧大トルク 

寺-9cc/日2.0m—mX47.0mm 
■11.8:1 
' 53ps/11000rpm/3.8kg-m/9500rpm 

車両重量 177咕（を巧） 
が黄 
お义方ま/おを方ま 
タンク容量/オイル容量I 

36.5km/(60km/h定巧ま巧巧） 
フ兀"卜亏/セ兀フ 
16.0 6/3.2 6 

ミツション形ま I i 6段 
サスペンション前/後I [正立テレスコビック/スイングアーム 
ブレー年前/巧 ' ダブルディスク/シングルディスク 
タイヤ前/巧 
フレームおま 

110/7017/140/70-17 
ダブルクレードル 

窃之e 

全長： 2080mm 

全幅： 745mm 
シート舌： 760mm 
巧想:地上寓：120mm 
ホイールべース：1435mm 
巧小回お半狸： 2.7m 

ZRX 

Color Variation 

^キでンデイライムグLi—ン 
■■ライムブ!Jーン 
H >タリックデイアブ□ブラック 

Price 

1:刊1ム ロ 67万950円 

ネがかムヴトン69万2000円 

巧乂シミュレーシヨン 

巧両本が価格 
巧查登録手魚き巧巧手なお 

63万9000円 
1方8000巧 

巧を堅巧巧 1方8000円 
巧込み巧％)さ計をお 70万8750円 

重量が 7500円 
きお黄なおがは7ヶ月） 1巧7780円 

迎皿主!.!;J 72万8030円 

カワサキ-イズムをリアルに具現化 

五感に訴える至極の乗り巧を手にずる 

角と直線をを調としたエッジの効いたカワサキらしいフオルム 

に、スポーテイなイメージのなビキニカウルをセット。胸のす 

く爽快な走りを生み出す水冷DOHC4気筒エンジンはすでに熟 

成され、をました制動力を確保する6ボッドブレーキキャリパ 

—など、そのセッティングは万全だ。 

Specifications 
エンジン形ま 
挤気悬/ボアXスト□-ク 

]水冷4ストD0HC4バルブ化列4ち巧 
' 399cc/57.5mmX38.5mm 

圧巧ま :11.2:1 
巧富出力/«大トルク 
車両重量 
燃を 
お义方ま/始動方ま 

1 53ps/11500rpm/3.8kg-m/9000rpm 
^ 187kg (乾巧） 

36.5km/e(60km/h を化走巧） 
'トラン^ン’スタ/セルフ 

タンク容量/オイルをfl 15.0 6/3.76 
ミッションおま 
サスペンション前/巧 
ブレーキ前/巧 

6捜 
^正立テレスコピック/スイングアーム 
'ダブルディスク/シングルディスク 

タイヤ前/巧 110/70-17/150/60-10 
フレーム形式 'ダブルクレードル 

全幅： 745mm 
シート音： 770mm 
ホほ化上萬：105mm 
ホイールべース：1450mm 
巧小回転半裡： 2.6m 

ZRX II 

Price 

匯犯:。：j 66方450円 

パ-*，リス，ルがィト67万6000円 

R乂シミユレーシヨン 

ち兩本が価格 62万9000円 
お空登録手規き代巧手なお1巧8000円 
巧を堅がお 1巧8000円 
税込み(5%)合計全お 目目万8250円 

重量税 巧00円 
自賠黄なおお(37ヶ巧） 1万7780巧 

MUiig主!:.川72万3530円 

ZEPHYR X 
ゼファーカイ 

Color Variation 

Mエボニー、キでンデイプラスマツ!/- 
H メタUック吉ッドナイトヴファイアフ 

Price 

Lai山ミi!Jl63万5250円 

»乂シミュレーシヨン 

車両本が価格 60巧5000円 
お査登な手括き巧巧手を料1巧8000円 
巧まを满料 1巧8000円 
我込み巧％)さおを巧 67万30加円 

重量我 7500円 
自お*なお科(37ケ巧） 1巧7780円 

69万8330円 

シンスレさの中に光る美しいフオルム 
之RXシリーズのカウルレスモデル 

ZRXと共通の400CC水冷エンジンを搭載したカウルレスバージ 

ヨン。ビキニカウルは装着されず、代わりに丸型マルチリフレ 

クターヘッドライトや丸型ウインカー、そして砲弾型メーター 

が採用される。シンプルながらもシャープな印象を押し出した 

魅力的なネイキッドスポーツだ。 

Specifications 
エンジンおま (水冷4ストD0HC4バルブ並504気巧 
巧気量/ボアXストローク 399cc/57-5mmX38.5mm 
圧巧を 11.2:1 
巧高を力/お大トルク 
車両至S 

53ps/11500rpm/3.8kg-m/9000rpm 
186kg柩お） 

燃* ■ 36.5km/e (60km化を化走巧） 
点义方ま/始が方ま トランジスタ/セルフ 
タンク容量/オイルぎ蓋 
ミッション形ま 
サスペンション前/巧 

'15.0 8/3.76 
.娘 
正立テレスコピック/スイングアーム 

ブレーキ前/巧 
タイヤ前パを 

をブ;を<式之/シングルディスク 
'110/70-17/150/60-18 

フレームおま ダブルクレードル 

Size 

を長： 2075mm 

全幅： 745mm 
シート岳： 770mm 
巧ほ化上富：105mm 
ホイールべース：1450mm 
巧小回お半径： 2.6m 

世紀のベストセラーとして輝く 

空冷ネイキッドの代名詞的存在 

美しい冷却フィンを持つルックス&独特のビート感は空冷エ 

ンジンならではの魅力。ライダーを高揚させるスポーティな走 

りをi甚能できる。端正なティアドロップ型フユーエルタンクや 

テールエンドを絞ったシートカウルなど、カワサキらしさを強 

調したフオルムもゼファーの持ち味だ。 

Specifications  
エンジン形式 I 1をち4ストDOHC4バルブを巧4気巧 
巧ま量/ボアXストロークi 
圧巧率 

1 399cc/55.0mm X 42.0mm 
i 10.3:1 

«击出力/*大トルク !拥ps/"500rpm/3胤g-m/9孤Orpm 
車両を量 J86kg说巧） 
が巧 40km/£ (60km/hを地走巧） 
ホ义方ホ/おか方巧 トランジスタ/セルフ 
タンク容董/オイル容« {14.0 6/3.06 
ミッションお式 6段 
サスペンション巧/巧i 正立テレスコピック/スイングアーム 
ブレーキ巧/巧 
タイヤ齡後 

ダブルディスク/シングルディスク 
120/70-17/150/70-17 

フレーム形ま ダブルクレードル 45 



Hornet 
ホ-ネット 

Color Variation 

H； t—JレつスSツクフラジク 

[=■デぷが站卜巧化か巧フ?イト方7ク朽7知 
■I二,タイ-:?1/れ•>ル,が巧たイト方が巧側 

Price 

li沿»凹お56万7000円 

デラックス58万2750円 

历义シミュレーシヨン 

ま巧本が価格 54万円 
検を登巧手抚き巧巧手巧巧1万7000円 
がま整が巧 1万7000円 
税込みほ％)合計金巧 60で2700円 

重量巧（初回のみ） 6300円 
自瞄資保おお(37ヶ月）1巧2080円 

1誦主!J3 62万1080円 

VTR 

Color Variation 

mmキヤンデイータヒチアンフfu- 
バール:3ス5•シクブラック 

mmイタリアンレッド 
m K—J杉サイニングイXD- 

Price 

1!鹽山43万3000円 

購乂シミュレーション 

車両本が価格 46万円 
樓查登な手病き巧巧手な巧 1万7000円 
巧車整が料 1万7000円 
お込みほ％)含計をお 51巧8700円 

重量税（初回のみ） 6300円 
自お黄なお料(37ヶ巧） 1乃如80円 

urn主Lia 53万7080円 

銳いレスポンスがライダーを刺激 
流麗でエキサイティングなフオルム 
クラスの枠を大幅に超えた流麗かつダイナミックなフオルムに 

圧倒的な圧倒的な存在感を持つワイドタイヤをセットしたク 

才ータースポーツ。鉛いレスポンスを持つパワフルなエンジン 

がスポーティでキレのある走りを披露。ホットな直4サウンド 

を奏でるェキゾーストノートも特徴的だ。 

Specifications 
エンジン形式 
排巧通/ボアXストローク 

水冷4ストD0HC4バルブが巧411« 
249cc/48.5mmX 33.8mm 

圧縮率 11.5:1 
巧离出力/巧大トルク 40ps/14000rpm/2.4kg-m/11000rpm 

車両重量 151kg 唯-揉） 
燃巧 32km/C (60kmホ定地走巧） 
点义方式/始動方ま 'フルトラ/セルフ 
タンク容量/オイル容量 'i6.ofi/-e 
ミッション形が 目段 
サスペンション前/後 正立テレスコビック/スイングア-ム 
ブレーキ前/巧 シングルディスク/シングルディスク 
タイヤ前/後 130/70-16/180/55-17 
フレーム巧さま ダイヤモンド 

Size 

全長： 2035mm 

全幅： 740mm 
シート寓： 745mm 
巧低地上畜：155mm 
ホイールべース：1410mm 
巧小国お半径； 2.6m 

扱いやずいコンパクトなボディに 
トルクフルなVツインユニツトを搭載 
爽快感と軽やかな走りで幅広くライダーから愛されてきたス 

ポーツネイキッド。軽量かつシンプルな車体はコントロール性 

抜群で、幾何学的なフレームに有機的なか装パーツを組み合 

わせることにより、スタイリングの面でも絶妙なバランス感覚 

を生み出している。足つきせのよさも抜群だ。 

Specifications 
エンジンおま 水冷4ストロ0HC4バルフ—V型2気巧 
排気量/ボアXストローク24目cc/60.0mmX44.1mm 
圧縮率 11.0:1 
巧鹿出力/巧大トルク 32ps/10500tpm/2.4kg-m/8500rpm 
車兩重fi 141kg (お巧） 
燃巧 40km/e (60km/h ま:化走巧） 
点义方ま/始お方式 フルトラ/セルフ 
タンク容*/オイル容S 
ミッションおま 5段一 
サスペンション前/巧 正立テレスコビック/スイングアーム 
プレーキ前/巧 シングルデイスク/シングルディスク 
タイヤ前/巧 110/70-17/140/70-。 
フレーム形ま ダイヤモンド 

Size 

全長： 2035mm 

全幅： 72をmm 
シート高： 760mm 
巧おi也上岳：155mm 
ホイールべース；1405mm 
巧小回お半径：え7m 

Ninja 250R 

Color Variation 

巧■ライムヴU—ンXタブリッブデイアフ[J?ラック 
Hiライムグリーン 
MメタUックディアブ□フラック 
圓ヴンビームレッド 

Pnc 色 _ 

占臨152万3000円 

饥タト測腑(加姑 53万8000円 

拍乂シミュレーション 

車両本が価お 49万8096円 
榜を登録手持き巧斤手なお1万7000円 
かま空巧お 1万7000円 
巧込みほ％)合訂を額 55巧8700円 

ま*お（初回のみ） 的00円 
自賠資巧榜料は7ヶ月； 1万2080円 

f:地曲玉!.■岡57万7080円 

上質感と機能性を高;夕元で両立させた 
2艮Occクラスのスーノてースポーツ 
スタイリッシユなフルカウルに身を毎んだ250CCクラス唯一の 

スーパースポーツモデル。ム臓部には水冷DOHC4バルブ2気 

筒エンジンを搭載し、特に中低速域では力強い走りを披露す 

る。敢えてハンドルを高めに設定し、リラックスしたポジシヨ 

ンでもライディングも可能としている。 

Specifications 
エンジン形ま 
排気量/ボアXストローク 
圧締率 
巧萬出力/巧大トルク 
車両重る 
燃な' 
点火方ま/始動方が 
タンク容量/オイル容量 
ミッション形ま 
サスペンション前/链 
プレーキ前/後 
タイャ前/巧 
フレームおホ 

水を4ストD0HC4バルブを列 
248cc/62.0mmX41.2mm 
11.6:1 
31ps/11000rpm/2.1kg-m/8500tpm 

'168kq 
~km/B (60kmルをi也走行） 
トランジスタ/セルフ 
17.06/1.78 
6段 _ 
正立テレスコビック/スイングアーム 

ダイヤモンド 

Size 

を長： 2085mm 
-L 

全指： 715mm 
シート萬： 775mm 
巧低地上富：130mm 
ホイールべース：1400mm 
巧小回を半挂；一m 

BALIUS-II 
バリゥス2  

Color Variation 

/ シヨンレジド 
Hi火タリックデイアブIコフラック 
wmmキャンディブラズマフJl^ 

Price 

1：；祖抽ぉ:迅! 54万4950円 

稱乂シミュレーシヨン 

車両本が価格 51巧9000円 
按巧登録手紀き代巧手おお 1万7000円 
巧車を巧巧 1万7000円 
お込みほ％)合計を巧 58万的0円 

を量税（お)回のみ） 6300円 
自賠責がお料は7ヶ月） 1万2080円 

1壓ぉ-Id 59万9030円 

アグレッシブな走りを予感させる 
シャープでキレのあるパワーフイール 
バルプ巧みち30度、コンペティション車化の12.2:1の圧縮比、 

最高出力を1で4000rpmで発生させる高回転型ながら低速から 

でも扱いやすい水冷DOHC4気筒エンジンを塔載。口ードスポ 

-ツの機能性と動力性能を高いレベルで両立しながら、ビギ 

ナーでも+々に楽しめる懐の深さを持つ。 

Specifications 
エンジン巧さま __空冷4ストDOHC4バルブが列4気活 
が気量/ボアXストローク 249cc/49.0mmX33.1mm 
圧縮率 12.2:1 
巧な化力/»大トルク 40ps/14000rpm/2.1kg-ni?13000rpm 
車両重* 151kg (乾揉） 
燃巧 39km/e (60km/hま:地走巧値） 
点义方ま/始お方式 トランジスタ/セルフ 
タンク容量/オイル容量 14.06 /2.6 e 
ミツション形ま 
サスペンションお/を 

6段 
正なテレスコビック/スイ ングアーム 

ブレーキ前パを シングルディスク/シンプ, 1レ夫ィスク 
タイヤ前/後 110/70-17/140/70-17 
フレーム形式 ダブルクレードル 

Size 

全桓： 735mm 
シート奋： 745mm 
があ地上高：150mm 
ホイールべース：1400mm 
巧小回お半径： 一m 



W650 (アップハンドル仕様) 

Price 

I削a拙加;ii72乃300円 

留I 乂シミュレーシヨン 

ま巧本が価お 68万6000円 
玲査登巧手巧き巧巧手なお1万8000円 
巧まお巧料 1万8000円 
校込みほ％)さ計を巧 75乃8100円 

ま量秘 7500円 
自賠黃巧おお(37ヶ月） 1万7780円 

umim 78巧3380円 

KAWASAKI/* 

モーターサイクル!5しさを撤底追及 
アップAンドルでゆとりのライドを 
ベべルギヤによるカムシャフトI区動をはじめ、モーターサイク 

ルらしさを徹底追求した独自の装備をを巧にセット。独巧の 

鼓動感を持つ675CC空冷SOHCツインエンジンをレトロな雰囲 

気に包まれたスタイリングの車体に搭載。ゆったりとライディ 

ングを楽しめるアップハンドルを装備。 

W650 (口ーハンドル仕様) 

miLimi 72万300円 
典入シミュレーション 

ま巧本が価格 68で6000円 
巧ま夏録手統きげ巧手巧お \1万8000円 
巧車整巧巧 1巧8000円 
说&み(5%)さ計を巧 75万8100円 

至量税 7凯0円 
き賠責なおお(37ヶ月^ 1巧7780円 

けがa化!d 78万3380円 

美しさをを面にま張したルックス 
口一八ンドルでもつとスポーティに 
敢えてキックスターターの採用するなど、スタイルに合わせた 

装備が選巧されたクラシカルなマシン。飽きの来させないトラ 

ディシヨナルなフオルムで、これまでも多くのライダーから熱 

烈に支持されてきた。アップハンドル仕様にがし、口ーハンド 

ル化樣ではよりスポーティさを強調。 

Specifications 
エンジンおま 
挤ち量/ボアXストローク 

空冷4ストS0HC4バルブお列2ち巧 
675cc/72.0mmX 83.0mm 

圧な率 ' 8.6:1 
ち萬出力/巧大トルク 
車両を量 

48ps./6500rpm/5.5kg-rrV5000rpm 
195kg くあ巧） 

が黄 
ぉ义方ま/始お方式 
タンク容量/オイル容最 
ミッション形ま 

37km/e (60km/hをi也を行巧） 
トランジスタ/セルフ、キック 

14.0 6ン3.0 6 
5段 

サスペンション前/巧 
ブレーキ前/巧 
タイヤ前/?を 
フレームお式 

正立テレスコピック/スイングァーム 
シンブルディスク/リ-ディンブトレ-リング 
100/90-19/130/80-18 
ダブルクレードル 

Size 

全長； 2180mm 

全幅： 780mm 
シート岳： 800mm 
巧抵化上离：125mm 
ホイールべース：14朗mm 
お小回を半径：—m 

W650 (クロームバージョン) 

75万2000円 

81万5080円 

シックなェボニーを薑調に輝きをがつ 
より強し、個性を演出ずるクローム仕様 
W650の派生モデルとしてラインアップに加わったクロームバ 

-ジョン。エボニーをべースとしたカラーリングに強い輝きを 

放つクロームバーツをあしらい、従来モデルが上にレトロなイ 

メージを演出している。ハンドルタイプはアップハンドル& 口 

-ハンドル仕様共に用意されている。 

Specifications 
エンジン形ま 
巧ち■/ポアXストローク 

1弯を4ストをOHq^バルブなち巧 
675cc/72.0mm X 83.0mm 

圧巧宰 
お奋出力/巧大トルク 
車両を* 
が巧 
点义方式/始巧方ま 
タンク容量/オイル容量 

8.6:1 
48ps/6500rpm/5.5kg-m.'5000rpm 
195kg {乾读） 
37km/C (60km/hを巧走有値） 
トランジスタ/セルフ、キック 

14.0 6/3.0 6 
ミッションおま 
サスペンション前/;を 
ブレーキ前/巧 

.娘 
史立テレスコビック/スイングアーム 

.シングルディスク/り-ディンブトレ-リング 
100/90-19/130/80-18 タイヤ前パを 

フレーム形式 ダブルクレードル 

Size 

全幅： 905mm (780mm) 
シート高； 800mm 
巧お地上富：125mm 
ホイールべース：1465mm 
巧小国較半径：—m 

CB400SS 

Color Variation 

】パールヴンビ ーム巧つ仆 
mヌスマニアブリーンメタリックいジー!ーン） 
H早でンデイづレピジクムレツド（ツーh-ン） 

Price 

P•な■互肺巧51巧3450円 
ッ—卜—ン52万3950円 

W义シミュレーシヨン 

ま巧本か価格 48万9000円 
お査登録手援き巧巧手なお1万8000円 
巧まを巧お 1乃8000円 

り250円 税込みほ％)さ計を巧 55万125 

重量积 7500円 
自賠貴な除料(37ヶ月’： 1巧7780円 

rmijBXTTi55万1250円 

いつまでも付を合える相棒に最適な 
昧ねい深いスタイリングとその走り 
シンプルなデザインとメカニズムが持ちはのシングルモデル。 

優れた吸排気効率と高し、燃焼効をを実現する放身寸巧4バルブ 

方ま燃焼室を採用した397CC空冷OHC単気筒エンジンを搭載。 

トルク感あふれる力強ぃ走りの世界を堪能することができる。 

ツートーンカラーのモデルも用意。 

呂 pecific 吕 tions 
エンジン形ま __空を4ストSOHC4バルブ単ち巧 
揉ち量/ボアXストローク 397cc/85.0mmX70.0mm 
年解 8.8:1 
巧を出力/il大とレタ^ 29ps/7000rpm/3.2kg-m/5500rpm 
罕马军量 159kg 
が黄 39l<m/e (60km/h定化を巧） 
点义方ま/おか方が CDI/セルフ 
タン？容量/オイル容置 11.0 e /- e 
ミツションお式 .5段 
サスペンション前/後 "£立テレスコピ.ソク/スイングアーム 
ブレーキ前/巧 シングルティスク/りーディングトいリング 
タゴャ呼/巧 100/90-19/110/90-18 
フレーム形式 セミダブルクレードル 

Size 

全長： 2165mm 

全幅： 780mm 
シート高： 790mm 
巧化化上寓：160mm 
ホイールべース：1405mm 
巧か回お半径： 2.5m 

47 



SR400 

Color Variation 

■■IブJl/-メタリックC 
■ペリイイレツドメタリック2 
^ヤマハブラック 

Price 

rmrninrni48万6150円 

度入シミユレーシヨン 

ま雨本か価格 46万3000円 
1巧8000円 おを登巧手規き巧行手巧お 

かまおが料 1万8000円 
税込みほ％)合訂をな 52万3950円 

ま量巧 7500円 
自お责保お料(37ヶ月） 1巧7780円 

1届化生!!!154万9230円 

SR400 30th Anniversary Limited Edition 

1;爾ぉ巧!60万9000円 

曲乂シミュレーシヨン 

巧両本が価巧 58巧円 
おを登巧手巧き巧巧手巧巧 1巧8000円 
巧車ななお 1方8000円 
巧込み(5%)合i十を巧 64万6800円 

重量税 7500円 
自賠貴保除m37ヶ月） 1巧7780円 

I■リMl生り;'I 67万2080円 

W400 

Color Variation 

Price 

岡な];Him 62万8950円 

期乂シミュレーシヨン 

車両本が怖巧 閱万9000円 
お查受な手持き巧巧手を巧1万8000円 
巧車捏巧料 1万8000円 
巧なみほ％)合計を巧 66万67加円 

重量税 7500円 
自賠資なお巧(37ヶ月）1万7780円 

69万2030円 

W400 (クロームバージョン) 

65万円 

71万3080円 

熟成を重ねつつも変わらないフォルム 
不動の人気を傅した究極のロングセラー 
キ ック 始動を 貫き通す硬派 な空をビッグシングル。しかしなが 

ら、無おな力をイきわず効率的にエンジン始動ができるデコン 

プ機構を裝滿し、スターター有無の不安を解消。マフラーや 

前後フェンダーをクロームメッキれ上げとし、上質なテイスト 

を演出。常に高い人気を誇る定番モデルだ。 

SpeciTications 

巧気量/ボアXストローク 
巧冷4ストSOHC2バルブ単気衍 
399cc/87.0mmX 67.2mm 

圧縮を _ 8.5:1 
巧亩出力/JR大トルク 27DS/7000rpm/3.0kg-m/6500rpm 
車両里量_1邸g _ 
燃資 44km/e (60km/hを地走巧な） 
お义方式/お巧方式 CDI/キック 
タンク琴量/すゴル容量 12.0^/2.46_ 
ミッション形式 5段_ _ _ _ 
サスペンション巧/巧 正立テレスコピック/スイングアーム 
ブレーキ前/後 シンブルディスク/リ-ディンブトレ-リング 
タイヤ前/後 90/100-18/110/90-18 
フレームを或 セミタブルクレードル 

Size 

全長： 2085mm 

全お： 750mm 
シート吾： 790mm 
II低化上ま：140mm 
ホイールべース：1410mm 
巧小回おキ爸： 2.4m 

ビッグシングルの歴史を築き上げた 
SR生誕30周年を記念する特別仕様 
1978年の誕をたi来、多くのライダーにをされ続けて来たSR。 
その30固年を記念してリリースされたアニバーサリーモデル。 

専用塗装のフユーエルタンクをはじめ、シート、メーターハ•ネ 

ル、を部のバフせ上げまで、全身にさらなるこだわりを実現。 

より味わい深さを追ポしたモデルだ。 

Specifications 
エンジンおま を冷4ストSOHC2バルブ単気巧 
巧気量/ボアXスト□—ク 399cc/87.0mmX 67.2mm 
圧瑶率 8.5:1 
巧高出力/»大トルク 
妾雨重量 
燃巧 
点ん方式;/おお方式 

27ps^000rpm/3.0kg-m/6500rpm 
168 kg 
44km/e (60km/h定地を巧巧） 

I CDI/キック 
タンクを量/オイルを1 :12.0 6/2.4 6 
ミッションおま 5段 _ 
サスペンション前/巧 正立テレスコピック/スイングアーム 
ブレーキ前パを シンブルディスク/り-ディングトレ-リンブ 
タイヤ前/巧 90/100-18/110巧0-18 
フレームおま セミダブルクレードル 

Size 

全長： 20妨mm 

を倍： 750mm 
シート窝： 790mm 
巧あ地上忌：140mm 
ホイールべース：1410mm 
巧か回ち半径： 2.4m 

良質かつシンプルな車体構成び人気 
多彩なライフスタイルにマッチ 
ファッショナブルなモーターサイクルライフを演出するミドル 

シングル。W650のスケールダウンモデルながら、各部を専用 
チューンすることで、より多くのライダーがライデイングを楽 

しめるようになった。セミアップハンドル、小振りのウインカ 

—やクロームパーツで個性を強調する。 

Specifications 
エンジン形ま 空冷4ストS0HC4バルブ並列2気巧 
巧巧i/ボアXストローク 399cc/72.0mmX49.0mm 
圧結を 8.5:1 
毋高出力/巧大トルク 
を兩お* 

29ps/7500rpm/3.0kg.m/6加Orpm 
■1的化（をな） 

が費 35km/fi (60km/h 定巧奎巧） 
み义方式/始巧方式 
タンク容量/オイル容量 
ミッション形ま 
サスペンション前/後 

Iフルトラ/セルフ 
i4.oe/3.oe 
6段 
正立テレスコピック/スイングアーム 

ブレ-キ前/;美 ,シンブルディスク/リ-ディングトレ-リング 
タイヤお/巧 
フレーム形ホ 

^ 100/90-19/130/80-18 
ダブルクレードル 

Size 

全長： 2175mm 

全幅： 855mm 
シートち： 765mm 
お低化上高：125mm 
ホイールべース：1460mm 
巧小国お半径：-m 

クロームパーツを賛沢にちりばめた 
高級感あふれるスペシャJl/tt様 
造形美にさらに磨きを掛けるべく追加ラインアップされたW400 

の上級モデル。フユーエルタンクには上品なポーラホワイトを 

ベースじ高級感あふれるクロームメッキのグラフィックを採 

用。またへッドライトボディにもクロームメッキの処理を施す 

など、華やかな味付けがなされている。 

Specifications 
エンジンお巧 を冷4ストS0HC4バルフ-お列2~気巧 
ft—紅/抑X—而こク399cc772：5mmX4^mm~ 
圧結を_8.5:1 _ 
««出力/。大トルク 29ps/7500rpm/3.0kg-m/6000rpm 
奉両勘！ _ 193kg惟巧）..一 
が資 35km/e (60kfn/h定巧走巧） 
点义方ま/始動方式フルトラ/セルフ 
タンク容量/オイル客# 14.0 6/3.0 6  
5^シヨンおま 
サスペンション前/巧 
ブレーキ前/巧 
タイヤ前パを 
フレーム形式 

ち段 _ 
正立テレスコピック/スイングアーム 
シンブルディスク/り-ディングトいリング 
100巧0-19/130胤]-18_ 
ダブルクレードル 

Size 

全長： 2175mm 

全お： 855mm 
シートま： 765mm 
巧化地上萬：125mm 
ホイールべース：1460mm 
巧小回お半译：—m 
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CB223S 

Color Variation 

[=1クラ5/73Jしホワイト 
Gキンデイづヒチアンスト 

ブラフアイトブラック 
キャンデイールビジウムレジド（ツートーン） 
デジタルシルバーメタリック（ツーI^ン） 

1 巧化HiS'iiJ 46万7250円 
ッ-卜-ン47万7750円 
巧乂シミュレーシヨン 

ま西本が価格 44で5000円 
お査登なキ持き巧巧手巧巧1巧7000円 
巧車整巧お 1万7000円 
巧込みほ％)合計を涵 50万2950円 

ま*巧（巧回のみ） 6300円 
自お*なお料口7ヶ月） 1巧2080円 

Iリリ",か。52万1330円 

ゆつたりと走りを楽しむだめの 

シンプルでクラシカルなスタイル 

軽量かつスリムなボディに単気筒ならではのIま動感が気軽に 

ホわえる空冷ユニットを搭載。穩やかなスロットルレスボン 

ス&トルク特性により、ストリートからツーリングまであらゆ 

るステージでスポーティな走りを楽しむことができる。シンプ 

ルで足つき性に優れたフラットシートも◎C 

Specifications 
エンジンおま 
抹気量/ボアXストローク 

空冷4ストSOHC2バルブ単気巧 
223cc/65.5mmX66.2mm 

圧おを 9.0:1 
巧窝出力/巧大トルク 16ps/7000rpm/1.8kg-m/5500rpm 
車巧重量 135kg (巧读） 
が巧 ‘ 55km/e (60km/h定巧走巧馆） 
お义方ま/始勤方が1 [_CDI/セルフ 
タンク容置/オイル容量1 を.oe/— 
ミッション形ま 1 t~5挺 
サスペンション前/後 
ブレーキ前/後 
タイヤ前/巧 

I正立テレスコビック/スイングアーム 
-シン—ブルディスクンリ-ディングトし-リング 
'110/90-18/130/80-18 

フレ—ム巧$ま 'セミダブルクレードル 

ST250 Etype 
ST250Eタイプ 

■■早でンデイソノマレツド 
■:-.'レネブラーブラック 

Price 

45方450円 
黄乂シミュレーシヨン 

車両本巧価お 42万9000円 
巧置登録手侯き巧巧手なお \1万7000円 
妈巧を巧料 1乃7000円 
巧込み巧％)合計をお 48巧6150円 

ま量視V巧回のみ） 6300円 
自お黄保険料(37ヶ月‘1 3方2080円 

1リm:占! n 50万4530円 

各戸斤にオリジナリティを表現した 

ビンテージ感あふれるシングルモデル 

フユーエルタンクをはじめとするを巧にビンテージな装いを取 

り入れた、定番人気を誇るスズキのクオーターシングル。この 

Eタイプではエンジン始動が容易なセルフ方式を採用。トラデ 

ィシヨナルなスタイリングにマッチした、ム、地よい走りを満喫 

できるロードスポーツモデルだ。 

Specifications 
エンジン形ま 
ホち量/ボアXストローク 

空冷4ストSOHC2バルブ単気巧 
249cc/72.0mmX61.2mm 

圧巧李 
巧る出力/巧大トルク 
車両重3 

9.2:1 
19p が7500rpm/2.1 kg-m/5500rpm 
146kg 

お巧 
点义方ま/始動方ホ, 
タンクを量/オイルを量' 

48km/e (eOknrVhをi也走巧巧） 
フルトラ/セルフ 
12.08/1.72 一 

ミッション形式 ' 5段 
サスペンション前/巧 
ブレーキ前/巧 
タイヤ前パを 

正立テレスコビック/スイングアーム 
シングルテスク/リーディ^ング 
90/90-18/110/90-18 

フレームがま ダイヤモンド 

窃之e 

全長： 2070mm 

シート富： 770mm 
巧おi也上高：165mm 
ホイールべース：1375mm 
巧小回お半法： 2.4m 

ESTRELLA 
エストレヤ 

■0 :-じブ巧乃レブパールクリスタルす。イト 
■〇ブブリ•_；'クターククリーンXボーラ巧ワイト 
麵平ャンディフラスてカトXXyに一 
■0 •ブJジクマジエステイジブレツドXポーラなワイト 

Price 

1:,地ム巧。'.たI 51万8000円 
«乂シミュレーシヨン 

車面本化価格 49万3334円 
括査宜沒手巧き巧巧手S巧1万7000円 
巧を整《巧 1万7000円 
お込みほ％)さ計を額 55万3700円 

«■巧[巧回のみ） 的00円 
自賠責保お巧(37ヶ月） 1万20加円 

L3l]!!lB13JLi 57万2080円 

レトロとモダンを絶妙にミックス 

街に;ちけ込むシンブルなモデル 

フユーエルインジェクション化と共にデジタル制御フルトラン 

ジスタ方まの点义系を採用。より完成度が増したクオーター 

クラスの人気モデル。 レ トロ&モダンをミックスさせたベーシ 

ックなフォルムはそのままに、をを感に優れた走りのせ能とク 

リーンな環境性能を見事に両立している。 

Specifications 
ェンジンおが 空を4ストSOHC2バルブ単新巧 
择ち量と李ァトローク249cc/66.0mmX73.0mm 
圧綻ま 9.0:1 
あ高出力/巧大トルク 20ps/抓〇师m/2.0kg-m/6500rpm 
m巧重里 146崎（おお） 
お巧 ：-km/e (60km/hを地を朽値） 
^义方式/始巧方式；トランジスタ/セルフ 
タンク容■/オイル容量 13.0 8/2.0 6 
ミッション巧色ま ： 5段 
サスペンションお/巧 正なテレスコビック/スインプアーム 
ブレーキ前パを シングルディスク/リ-ディングル-リング 
タイヤ前パを 90/90-18/110/90-17 
フレームおま セミダブルクレードル 

Size 

全長： 2075mm 

全悟： 755mm 
シートま： 735mm 
が低!を上寄：150mm 
ホイールべース：1400mm 
巧小回ち半逐： 2.4m 

TRICKER 
卜、Jッカー 

Color Variation 

Iマットストメタリック3 
Iごビット‘オレンジメタリック2 

Price 

1:1 化!ム巧!!.'!;', 45万7800円 
»乂シミュレーシヨン 

車両本が価格 43万6000円 
榜査登窃手規き巧巧手巧お1巧7000円 
执まを«巧 1巧7000円 
巧込みほ％)を計を巧 49方3500円 

*■巧（巧回のみ） 6300円 
自磨«なお巧(37ヶ月） 1巧20册円 

，"則。たI 51万1880円 

全身に操る楽しさが詰まった 

フリーライドプレイバイクの大本命 

フロント19インチ&リア16インチのホイールに専用ハイグリ 

ップタイヤをセットした、X系スポーツを巧彿とさせる異色の 
ストリートモデル。スリムな車化にはフユーエルインジェクシ 

ヨンを採用した空をSOHC単気筒エンジンを搭載。ライダー 

の遊 びムをかき立てる仕様が魅力的な1台だ。 

Specifications 
与六夕とを$马_ I空冷4ストSOHC2バルブ単気巧 
巧気量/ボアXストローク，249cc/74.0mmX58.0mm 
圧巧幸 9.5:1 
巧离出力/巧大トルク18ps/7500rpm/1.9咕抓6500中m 
車両ま量 ；125kg 
が!！ 39km/e (60km化を化走巧な） 
点义方式/お巧方ま TCI/セルフ 
タンク容量/オイル容g 7.26/1.45 
ミッVョンおま 5段 _ _ 
サスペンション前/後i正立テレスコビック/スイングアーム 
ブレーキ前/を シングルディスク/シングルディスク 
タイヤ前/巧 
フレームおま 

80/100-19/120/90-16 
セミダブルクレードル 

全お： 800mm 
シート岳： 810mm 
巧低化上甫： 280mm 
ホイールべース：1330mm 
巧小回お半径：1.9m 49 



TRICKER S 

Color Variation 

Price 

ゎ池ムH::-むィ47方8800円 
巧乂シミュレーシヨン 

ま節本が価格 45巧6000円 
検を登録手掠き巧巧手巧お1方7000円 
がま捏巧お 1万7000円 
視込み(5%)合訂をお 51万45加巧 

ま里巧（初回のみ） 的00巧 
自賠黄な険料は7ヶ巧） 1巧2080円 

匪18删53方2880円 

YAMAHA パマ,、 

フレームカラーのレツドが映える 
マツトブラックのスペシヤJレれ様 
トリッカーが持つX系スポーツのイメージをさらに強調すべく、 

車体を専用色のマットブラック仕上げ‘じ。フロントフォークア 

ウターやリアアームもブラックアウト化し、ホイールリムはブ 

ラックアルマイトで処理。フレームに塗られたの赤色とのコン 

トラストがクールなテイストを生む。 

Specifications 
エンジン形ま 
巧ちS/ボアXストローク 
圧撼率 

を冷4ストSOHC2バルブ単気巧 
249cc/74.0mmX58.0mm 
9.5:1 

あ离出力/巧大トルク 
車两蛋量 
お资 
お义方ホ/始お方が 
タンク容蛋/オイル容量 

laps/7500rpm/1.9咕 nV6500rpm 
125ka 
39km/B (60km/h定i法を行巧） 
了ごンセルフ 

: 7.2 6/1.4 2 
ミッション形ま .娘— 
サスペンション前/巧 正立テレスコピック/スイングアーム 
ブレーキ前/巧 
タイヤ前/巧 

シングルディスク/シングルディスク 
80/100-19/120/90-16 

フレーム形ま セミダブルブレードル 

Grasstracker BIGBOY 
グラストラッカービッグボーイ 

Color Variation 

CMラッシュグリーンメタリックXソリッに巧ック 
^ソリッドブラック 
亡V’ール5ラージユホワイトイソリツドフラック 

Price 

imms!!'!;', 45万450円 
巧乂シミュレーシヨン 

ま巧本が価格 42万目000巧 
おを登括手巧き巧巧手巧お f1巧7000円 
巧車安な料 1巧7000円 
お込みほ％)合計を巧 48巧6150円 

重量巧巧ぶ回のみ） 6300円 
自賠贵な険お(37ヶ月） 1巧2080巧 

1壓主!—!!1 50万4530円 

個性を際立たせる独自のチューン 
伸びやかなスタイリングが魅力 
フロント19インチ、リア18インチのホイールにブロックパター 

ンタイヤを装備。 フラットじ伸びるリアフェンダー&フォーク 

ブーツをはじめ、専用装備で身を固めたグラストラッカーの兄 

貴分。トルクフルで鼓動感あふれるエンジンフィールはそのま 

ま、個性を際立たせるスタイルを完成。 

Specifications 
エンジン形式 空冷4ストSOHC2バルブ単気巧 
排気■/ポアXストローク 249cc/72.0mmX61.2mm 
圧結を 9.2:1 
最离出力/巧大トルク 19p が500rpm/2.1 kg-m/60邮 rpm 
牵両重る .139kg 
お货 48km/e (SOknrVh定地を巧巧） 
お义方式/始動方が ^フルトラ/七ルフ 
タンク容量/オイル容量 8.0 6/1.7 6 
ミッション形ま 5段 
サスペンション前/巧 正立テレスコピック/スイングアーム 
ブレーキ前パを シンブルディスク/り-ディングトレ-リング 
タイヤ前/後 100/90-1目/130巧0-18 
フレーム形ま ダイヤモンド 

Grasstracker 
グラストラツカー 

Color Variation 

j.こ,巧ラック 

Price 

前の。41万8950円 
巧乂シミユレーシaン 

車両本が価格 39巧9000円 
お査登な手統を巧巧手巧お f1万7000円 
かま整備お 1方7000円 
税込みほ％)合計を巧 45万4650円 

重«巧（巧回のみ） 6300円 
自賠巧なおおは7ヶ月； 1巧2080円 

r她!"巧た1 47万3030円 

乗り手を選ばなし偃の深さび持ち味 
操る楽しさとスマートなスタイルび魅力 
英国のグラストラックレーサーをモチーフとしたストリートモ 

デル。スリムなフユーエルタンク&シート、アップライトなハ 

ンドルバーほか、オリジナリティあふれる装備が満載。中低を 

トルクを重視したまをSOHC単気筒エンジンはライダーに軽な 
かつパワフルな走りを提供してくれる。 

Specifications 
エンジン形が 
撐気量/ボアXストローク 
圧縮率 
巧富出力/巧大トルク 
車両重ft 
燃が 
お义方ま/始巧方ま 
タンク容量/オイル容量 
ミッションおま 
サスペンション前/巧 
ブレーキ前/巧 
タイヤ前/巧 

空冷4ストSOHC2バルブをち巧 
249cc/72.0mmX61.2mm 
妃1 
19ps/7500中 m/2.1 kg-m/6000rpm 
136kg 
48km/心（60km/hを地を行;ち） 
フルトラ/セルフ 
8.06/1.7£ 
5段 
里立テレスコビック/スイングアーム 
シンブルデ{スク/り—デインブトレ—リング 
100/90-19/130/80-18 

フレームおホ ダイヤモンド 

Size 

全長： 2050mm 

全倍： 900mm 
シート意： 750mm 
巧低1 せ上高：160mm 
ホイールべース：1325mm 
巧小回お半径： 2.4m 

250TR 

Price 

ムHii-iii, 38万8000円 
け如わかが柳。9万3000円 
班乂シミュレーション 

車両ホが価巧 36方9524円 
おを登録手法き巧巧手巧巧1万7000円 
巧巧お巧巧 1万扣00円 
巧込みほ％)合計を巧 42万3700円 

■ »巧（初回のみ） 6300円 
自お*なお料は7ヶ月） 1万2080円 

I—ufjig■王’;'.1;，44万2080円 

スマートなフリースタイルび◎ 
気輕に乗れるシティコミユーター 
70年代のトレールバイクのムードを再現したストリートモデ 

ル。環境に巧応したフユーエルインジェクションを採用した空 

冷ユニットはシングル独特のリズムを日口き、ライダーじライデ 

ィングの楽しさを提供してくれる。どんな街の雰囲気にも自が 

とおけ込んでしまうスマートなモデルだ。 

Specifications 
エンジンが式 
排気i/ボアXストローク 
圧おを 
巧る出力/巧大卜^ク 
車両重量 
ぉ資 
お义方ま/始勤方ま 
タンク容■/オイル容量 
ミッシヨン形式 
サスペンション前/巧 
ブレーキ前/後 
タイヤ前/巧 
フレームおが 

空冷4ストSOHC2バルブ単を巧 
249cc/66.0mmX 73.0mm 
9.0:1 
19ps/7500rpm/l .9kg-m/6000rpm 
136kg傲揉） 
—km/e (60km/hを化を巧僅） 
トランジスタ/セルフ 

6.6G/2.0名 
5段 
正立テレスコビック/スイングアーム 

90/90-19/110/90-18 
セミダプルクレードル 

Size 

全長： 2100mm 

を幅： 840mm 
シート奋： 775mm 
巧あ地上寓：165mm 
ホイールべース：1420mm 
巧小回お半径：-m 



FTR 

Color Variation 

■にーフ/卜 
i''ワイライトグレー 

Mタヒチアンレツド 
^ブー^イトブラック（デラックス） 

■これなム刊。也, 40万9500円 
デラックス43巧500円 
トリコロール43万500円 

巧乂シミュレーシヨン 

車巧本巧巧格 39万円 
おを登録手巧き巧巧手なお1万7000円 
巧を整がお 1万7000円 
棋&みほ％)合計をお 44乃5200円 

重量找（巧回のみ> 6300円 
自お黄巧按料(37ヶ月: 1万2080円 

I址リ。主Lij 46万3580円 

街中でも夕ートでも巧いやずい 
遊びむ満載のストリートトラッカー 
軽量コンパクトな空冷シングルュニットをスリムな車がに巧し 

込んだスタイリッシュなストリートトラッカー0キャブレター 

のセッティング変更とともに、触媒装置をェキゾーストパイプ 

内とマフラー内に各々採用したことでいち早く環境にもお応。 

豊富なカラーバリエーションも魅力。 

Specifications 
エンジンおザ 空冷4ストSOHC2バルブ単気巧 
巧ち量/ポアXストローク 223cc/目5.5mm X 66.2mm 
圧巧率 — 9.0:1 
巧高出力/巧大トルク ̂ 16ps/7000rpm/1.8kg-m/5500rpm 
車両重ち 128kg 
が貧 43km/e (60km/hをおを巧馆） 
点义方式/おお!方ホ GDI/セルフ 
タンク容祖/オイル容* ' 7.22/-e 
ミッション形ま 娘 
サスペンション前/後 ’正立テレスコピック/スイングアーム 
ブレーキ前/を シンク•ルディスク/りーティングトレ—リング 
タイヤ前/巧 120/90-18/120/90-18 
フレーム形式 セミダブルクレードル 

全幅： 830mm 
シート畜： 780mm 
巧低地上富：175mm 
ホイールべース：1395mm 
最小回お半径： 2.0m 

TW225E 

Color Variation 

MプラックメタリジクX 
亡二]::ーイツシコホワイ1''カクテル1 

Price 

じ’曙と!ぉり，J 35万8050円 

巧乂シミュレーシヨン 

ま両本巧砸艳 34方1000円 
お否登録手続き巧巧手な巧1万7000円 
巧を整がお 1巧7000円 
巧込み巧％‘Iさ計を巧 39万3750円 

ま量税け刀回のみ） 6300円 
きお責保挨串斗(37ヶ月‘I 1万2080円 

I拙!B料で141万2130円 

パワフル这エキサイティングな走りで 
□ングセラーを続ける人気モデル 
極太リアタイヤ&エンジンガードなど、デュアルパーパスとし 

て生まれたタフネスな1±様が人気。空冷S0HC単気筒エンジ 

ンの出力特性に合わせ、フロントブレー年には径ホ220mmの 
ディスクブレーキと異徑2ポットキャリバーをセット。アクテ 

ィブな走りが持ち味のロングセラーモデルだ。 

Specifications 
エンジンおま 空冷4ストSOHC2バルブ単気货 
巧気量/ボアXストローク 223CC/70.0mmX58.0mm 
圧綻率 9.5:1 
爱离お力/巧大トルク 18ps/7500rpm/1.8kg-m/6000rpm 
車両至« 127kg 
が货 50km/e (60km/hを地を巧值） 
お义方ま/おお方が .CDI/セルフ、キック 
タンク容量/オイル容量 7.0 6/1.3 6 
ミッション形ま ; 5段 
サスペンション前巧を ‘正立テレスコビック/スイングアーム 
ブレーキ前パを シンブルディスク/トティングトレ-リンブ 
タイヤ難 130/80-18/180/80-14 
フレームおま ダイヤモンド 

を眉： 820mm 
シート离： 790mm 
适低i也上离： 255mm 
ホイールべース：1330mm 
巧か回ち半径：1.9m 

TW225E 20th Anniversary Special 

Price 

I細ゴミ!り3 39万9000円 

巧乂シミュレーシ 

巧両本が価格 38万円 
ち空登録手巧き巧巧を巧お1巧7001 
巧車を巧巧 
我込みほ％)合計を巧 

45万3080円 

より強く個性を演出したグラフィック 
TW生誕20周年を讚える記念モデル 
専用色のフレームとグラフィックが採用された生誕20周年ア 

ニバーサリーモデル。色はパワー感を表現したオレンジと、チ 

エッカーフラッグをモチーフとしたデザインを燃料タンクに施 

した甜&シルバーを設定。2色それぞれに専用デザインのピン 

ストライプが前後ホイールに採用される。 

Specifications 
エンジンおま ま冷4ストSOHC2バルブ単気銜 
巧気量/ポアXストローク223CC/70.0mmX58.0mm 
圧お率 . 9.5:1 
巧高出力/巧大トルク；18ps/7500中m/1.目咕が6000rpm 
を巧重* 127kg 
が货 閒km/e (60km/h赴せを巧巧） 
点义方ま/おお!方ま CDI/セルフ、キック 
タンク容«/オイル容量 7.0 6/1.36 
ミッション形ま 5段 
サスペンション前/後 正立テレスコビック/スイングアーム 
ブレ-キ前/巧 シングルディスク/り-ディンブト！/-リンブ 
タイヤ前パを 130/80-18/180/80-14 
フレームおま ダイヤモンド 

Size 

全長： 2025mm 

全幅： 820mm 
シート富： 790mm 
巧低姥上富：巧5mm 
ホイールべース：1330mm 
巧小回お半径：1.9m 

VanVan200 
バンバン200 

Color Variation 

Mをでンティマックスすレンジ 
C=tブラススフラッシュ巧ワイト 
■■1 ニドブラック 

Price 

。もな39で7950円 
巧入シミュレーション 

ま両本巧価巧 37巧9000円 
货査を録手規き巧巧手巧巧 1万7000円 
巧車を巧巧 1刀7000円 
巧をみ(5%)さ計を巧 43万3650円 

並量お（巧回のみ） 朗00円 
自お!!巧おお(37ヶ月） 1万2080円 

iMj!!ni；} iM 45万2080円 

フアツトなタイヤにスリムなボディ 
ユニークなシティコミユーター 

フュー エルインジァクションを 新採用した空冷SOHC単気筒ユ 
ニットを搭載。スリムなボディにファットなタイヤを装備した 

個性派シティコミュークー。小型のヘッドライト及びウインカ 

-、レトロな形状のテールランプ、跳ね上け‘たマフラーなど、 

カスタムライクな仕様がポイント。 

Specifications 
エンジンおま 
济気量/ボアXストローク 

空冷4ストSOHC2バルブお気巧 
199cc/66.0mmX58.2mm 

圧巧を 
巧を出力/巧大トルク 
巧両重量" 

9.4:1 
16口が8000中 m/1.5kg-m/6500rpm 
121kg (乾燥） 

が巧 
魚火方ま/绝姑方が 

51.5ktTi/e (60km/hを化を巧値） 
フルトラ/セルフ 

タンクを册/オイル容a 6.5尼/1-4 6 
ミッションおが 
サスペンション前パを 

娘 
正ぶテレスコビック/スイングアーム 

ブレーキ前パを シングルディスク/リ—ディンブトレ-リンブ 
130/80-18/180/80-14 
ダイヤモンド 

タイヤ前/巧 
フレームお式 

Size 

全長： 2140mm 

全幅： 865mm 
シート丢： 770mm 
巧お;化上萬： 220mm 
ホイールべース：1375mm 
巧小回お半径：1.9m 
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XR400 Motard 
XR400モタード 

Color Variation 

c=i □ス巧つイト 
tmmブラック 

Price 

yai拙i!'川66万1ら00円 
离乂シミュレーション 

ま巧本巧価巧 朗巧円 
お企登録手なき巧巧手巧お 1巧8000巧 
巧車整備お 1万8000円 
税込み巧％)合計をお 69方9300円 

重量巧 7500円 
自賠黄なおお¢37ヶ月） 1方7780円 

UiJiiBlil, 72万4580円 

DR-Z400SM 
DR-Z400SM 

Color Variation 

■■ 'ノ。ット•ブラック 
t=Z3ソリットスぺシャルす'ワイトNG2 

Price 

1醒細!り;', 73万5000円 
巧乂シミュレーシヨン 

車両本が価格 70乃円 
檢ま登録手摄きけ巧手巧お 1万8000円 
巧車をおお 1万8000円 
巧込みほ％)さ計を巧 77乃2800円 

を量お 7500円 
自賭！!なお巧妇7ヶ巧） 1巧7780巧 

rgggm 79万8080円 

名車の_統乂円のモタードタイプ 
精悍なイメージのグラフィックも印象の 
スーパーモタードを彷彿とさせるスタイリングが印象的。を車 

XRの_統を受け継ぐスパルタンなスポーツモデル。ま用設計の 

セミダブルクレードルフレームに径^6 43〇1〇1の倒立フロントフ 

才ークを組み、前後17インチタイヤを装着する。ラジエターシ 

ュラウドのグラフィックで精悍さを強調。 

Specifications 
エンジンおが 
巧気«/ボアXストローク 

^空冷4ストSOHC4バルブお気苗 
397cc/85.0mmX70.0mm 

圧結を ■ 
巧忌出力/巧大トルク 

: 8.8:1 
1 30ps/7000rpm/3.4kg-m/5500rpm 

車両重《 145kg 
お黄 
点乂方式/诘扮方ま 

' 36km/e (60km/h定地走行値） 
CDI/セルフ 

タンク容«/オイル容量 
ミッションおま I 

! 9.76/— 2 
|"5段 

サスペンション前/巧J 
ブレーキ前/後 
タイヤ巧/後 

i倒立テレスコピック/スイングアーム 
シングルディスク/シングルディスク 
110/70-17/140/70-17 

フレームおが セミダブルクレードル 

全幅： 810mm 
シート窗：妨5mm 
ま低:巧上富： 220mm 
ホイールべース：1450mm 
巧小回お半径： 2.2m 

レーサー譲りの傑出したスペック 
をりとスタイリングを極めた1台 
高剛性を誇るダブルクレードルフレームにDOHC単気筒エン 

ジン&市販レーサーであるRM譲りの倒立フロントフォークセ 

ット。フロント3.5インチリア4.5インチというワイドリムを採 

用した17インチホイールに専用ハイグリップラジアルタイヤを 

装備した国內モタード系モデルの最高峰。 

Specifications 
エンジンおぶ 
排気董/ポアXストローク； 

[水冷4ストD0HC4バルブ単気巧 
^3日8cc/90.0mmX62.6mm 

圧縮宰 1 「礼3:1 
巧裔出力/巧大トルク； 40ps/7500rpm/4.0kg-m/6500rpm 
ま兩重a 145kg 
燃資 40km/fi (60km/h 定化走斤） 
お义方式/おお方式1 1 CDI/セルフ 
タンク容量/オイル容* 10.0S/1.目 e 
ミッション形ま 
サスペンション巧/巧 

5段 
街なテレスコビック/スイングアーム 

ブレーキ前パを シングルディスク/シングルディスク 
タイヤ前/巧 
フレーム形ま 

120/70-17/140/70-17 
セミダブルクレードル 

Size 

全長： 2225mm 

全お： 850mm 
シート畜： 870mm 
巧低地上岳： 260mm 
ホイールべース：1460mm 
巧か回お半径： 2.6m 

XR250 Motard 
XR^モタード 

Color Variation 

圓ブラック 

Price 

I皿占口31な55万6500円 
化入シミュレーション 

を両本が価格 53万円 
榜查登録手巧き巧巧手を料1万7000円 
巧まを備巧 1方7000円 
税込みほ％)合計をお 59万2200円 

ま量税（巧回のみ） 6300円 
自賠黄なお料は7ヶ月）1巧2080円 

urnふ山1 61万580円 

CRFシリーズの躍動的なデヴインを踏襲 
伝統に裏付けられた高し诚テンシャル 
世巧のオフロードシーンを作り上げたXRシリーズのま裔。長 

い歴史に裏付けられた高いポテンシャルは立証’;まみ。軽量か 

つスリムな車体には、扱いやすく力強い出力特性の空冷単気 

筒エンジンを搭載。CRFシリーズの躍動的なデザインを踏異 

することで、最新のスタイルまでも手に入れた。 

Specifications 
エンジン形巧 
排気]!/ポアXストローク: 

空冷4ストSOHC心ブ罕琴巧 
249cc/73.0mmX59.5mm 

圧游率 
贵高出力/巧大トルク 
車両をa 
燃か 
お义方ぶ/始勒方ま 
タンク容量/オイル容8 

9.3:1 
28ps/8000rpm/2.6kg-m/7000rpm 

!120kg 嫩觀 — 
40km/e (60km/hを化定行也） 
CDI/セルフ 
9.3fi/-e 

ミッション形ま 6段 _ 
倒立テレスコピ7ク/スイングアーム 
シングルディスク/シングルディスク 

サスペンション前/後 
ブレーキ前/巧 
タイヤ前/巧 .110/70-17/130/70-17 
フレーム形式 七ミダブルクレードル 

窃巧 

全長： 2110mm 

全幅： 790mm 
シート舌： 855mm 
面化地上葛： 240mm 
ホイールべース：1425mm 
巧小回転半径： 2.2m 
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WR250X 

Price 

i;化はム巧!.だ.1 73万2900円 

拍乂シミュレーシヨン 

巧兩本体価巧 69万8000円 
读查登録手統き代巧手巧お1巧7000円 
巧車をがお 1万7000円 
税込み(5%)合計をお 76万8600円 

ちがを（巧回のみ） 的00円 
自賠責巧お料は7ヶ月） 1巧20抓円 

【Miaaお加178万6980円 

YAMAHA.かマ,、 

ストリートか5レースまで巧麻する 
最新技術が盛り込まれたモタードタイプ 
17インチのラジアルタイヤを前巧に履いたモタードタイプ。を 

本コンポーネントはWR250Rと共通ながらエンジンは専用の 

ギアレシオに設を。ブレーキローターは298〇1171のウェーブ 

タイプを採用。その専用の仕様からスーパーモタードレースに 

もが応する高いパフォーマンスを見せつける。 

Specifications 
エンジン形式 1水冷4ストDOHC4バルブがお巧 
排気量/ボアXストローク1 249CC/77.0mmX53.6mm 
圧締牽 
巧苗出力/«大トルク 
車兩重* 

1 ‘ 11-8:1 
31 ps/1 OO00rpm/2.4Kg-m/8OOOrpni 

-134kg —-一 
燃巧 
お义方式/おお方式 
タンク容#/オイル容量 
ミッション形ま 

34km/e (60km/hをi也走巧巧） 
TGI/セルフ 
7.66/1.56 
6段 

サスペンションお/巧 街立テレスコビック/スイングアーム 
ブレーキ巧/を シンブルディスク/シングルディスク 
タイヤ前巧を 110/70-17/140/70-17 
フレームお式 セミダブルクレードル 

全倍： 810mm 
シート寒： 870mm 
思化i也上高： 2即mm 
ホイールべース；1435mm 
巧小回お半径： 2.3m 



ストリートをシャープに駆け抜ける 
J くンチの効いた/だ?ーフィール 
満を持してフルモデルチェンジを敢行。オフロードバイクの機 

動力をストリートじ持ち込むベ<、KLX譲りのパフォーマンス 

がちえられたストリートパフォーマー。力強いパワーフィール 

と瞬発力を生むコンパクトな水;令DOHC単気筒エンジンを高 

剛性ペリメターフレームに搭載。ま用セッティングのサスペン 

シヨン、17インチロードタイヤじよって俊敏に走るマシンにセ 

ットアップ。 

Price 

1!化MJ-口;!北 1 S3万8000円 
膊乂シミュレーシヨン 

車両本化価巧 51巧2381円 
検を登短手統き巧巧手なお 11巧7000円 
納車整满朽 1万70邮円 
税込み巧％)含計を巧 57巧3700円 

虽*お（巧回のみ） 6300円 
自脂責保お料(37ヶ月） 1巧2080円 

，山。回に, 59万2080円 

Specifications 
エンジンおが 
巧気蓋/ボアXストローク 

:水冷4ストDOHC4バルブ単気巧 
1 249cc/72.0mmX61.2mm 

圧結を 
巧高出力/ft大トルク 
ま两まS 
が巧 
お义方式/おお!方式 
タンク容4/オイル容量 

'11.0:1 
I 24ps/9000rpm/2.1 kg-m/7000rpm 
i 129kg (乾巧） 
''‘ -km/5 (60km/h定地ま巧イ岩） 
CDI/セルフ 

i 7.7 6/1.5 G 
ミッションおま ' 6段 一 
サスペンション前/後 粗立テレスコピック/スイングアーム 
ブレーキ前/巧 シングルディスク/シングルディスク 
タイヤ巧バを 110/70-17/130/70-17 
フレームおま セミダブルクレードル 

Size 

全長： 2130mm 

を福： 795mm 
シート畜： 860mm 
巧ほiせ上离： 225mm 
ホイールべース：1420mm 
巧小回お半径： 

XT250X 

Color Variation 

こつJ •フリッシユ巧ワイトソUツド1 

Price 

Iが•化j-巧!巧:J 51万4500円 

巧乂シミュレーシヨン 

車両本が価格 49乃円 
お否登録を巧き代巧手なお1方7000円 
巧車g巧料 1巧7000円 
巧込み(5%)合計を巧 妨方200円 

巧量巧‘:巧回のみ） 6300円 
目お黄がおおは7ヶ月） 1巧2080円 

56万8580円 

思いのままにマシンをコントロールずる 
ライトウエイトク□スオーパー 
空冷SOHC単気筒エンジンをスリム&コンパクトなボディに搭 

載。前後ホイールに17インチの口ードタイヤをセットしたスト 

リートスポーツ。足まわりは径^35mmインナーチューブホフ 

ロントフォークと、シリンダーを低位置にレイアウトしたボト 

ムリンク式リアモノクロスサスを採用。 

Specifications 
エンジンおま 空冷4ストSOHC2バルブ単気衍 
巧気置/ボアXストローク249cc/74.0mmX 58.0mm 
圧お幸 ，1 9.5:1 
巧离出力/巧大トルク；18ps/7500rpm/1.目kg-m/6500rpm 
車両重ft 133kg 
が巧 ’ 39km/e (60km/hを地走巧巧） 
点义方ま/始お方が TCI/セルフ 
タンク容量/オイル容量 9.66/1.45 
ミッションお式 5段 
サスペンション前巧を 正立テレスコビック/スイングアーム 
ブレーキ前/巧 シンクルディスク/シングルディスク 
タイヤ前バを 110/70-17/130/70-17 
フレームおが セミダブルクレードル 

Size 

を長： 2040mm 

をお： 805mm 
シート岳： 790mm 
巧倍:巧上高： 250mm 
ホイールべース：1365mm 
巧小回お半淫：1.9m 

XR230 Motarcl 
XR230モタード 

Color Variation 

■■乃なイxn- 
圍ブラック 

Price 

が地•剛罚50万8200円 
巧入シミユレーシヨン 

草巧本が価格 48万4000巧 
玲を登録手綻き代巧手致お1で7000円 
巧まを備巧 1で7000円 
巧込みほ％)さ封を巧 54乃3900円 

ち量お询回のみ） 的如)巧 
自賠黄なお料(37ヶ月） 1万2080円 

I山!阻H!j 56万2280円 

ストリートか5ワインデイングまで 
縱横無尽の活躍ずるモタードモデル 
軽快に操ることができる軽量&スリムな車体に豊かな出力特 

せを生み出す空を単気筒エンジンを搭載。ストリートからワ 

インディングまで走るステージを選ばないンパクトなモタード 

モデル。シャープなデザインのフロントバイザー&タンクシユ 

ラウドなど、そのルックスも一級品だ。 

Specifications 
エンジン巧さま 
巧気量/ボアXストローク 
圧結を 
巧ち出力/巧大トルク 
を両ま■ 
が巧 
お义方が/始動方式 
タンク容量/オイル容a 

:ま冷4ストSOHC2バルブ単気衔 
223cc/65.5mm X 66.2mm 

•9.0:1 
18ps/7500rpm/1.8kg.m/5500中 m 

f 125kg 
' 46km/e (60km/h定化を巧巧） 
CDI/セルフ 
8.7e/-e 

ミッション形式 j娘 
サスペンション前/後 
ブレーキおパを 

正立テレスコピック/スイングアーム 
1シングルディスク/シングルディスク 

タイヤ前/巧 _ 
フレーム巧さが 

1110/70-17/130/70-17 
:セミ女ブルクレードル 

全盾： 815mm 
シート畜： 800mm 
かほ地上巧： 235mm 
ホイールべース：1340mm 
巧か回お半语： 2.0m 53 



DR-Z40OS 
DR-Z400S 

Color Variation 

Price 

じ皿細口13 69万900円 

屏乂シミュレーション 

巧両本が価お 65巧8000円 
お查登な手統き巧巧を巧料1万8000円 
巧ををが料 1巧8000円 
棋込み巧％)合計を巧 72万8700巧 

を里巧 7500円 
自賠*巧榜料巧7ヶ月） 1乃7780円 

口化田ふり;': 75万3980円 

ノバレベルな走破性はレーサー譲り 
クラス最高峰のパフォーマンスを発揮 
レ—サ—ベ—スの水;令DOHC単気筒エンジンを搭載したデュ 
アルパーパスの最高峰。前後の足まわりには、オフロ—ドシ- 

ンでし なやかな乗りPホを生み出すイ申側&圧側減哀力調壁まの 

サスペンションを採用。鍛え抜かれたハイスペックがライダー 

に新 しい走りの醒醜ホを提供してくれる。 

Specifications 
エンジンお或 水冷4ストDOHC4バルブ単気巧 
排気量/ボアXストローブ398CC/90.0mmX62.6mm 
圧縮率 11.3:1 
を寓出力/巧大トルク 
車両垂髮 
が巧 
点义方式/始お方ま 
タンク容量/オイル容量 

40ps/7500rpm/4.0kg-m/6500rpm 
141kg 
40km/e {60km/h 定化走巧） 
CDI/セルフ 
10.06/1.96 

ミッションおま : 5段 
サスペンション前/巧 正立テレスコピック/スイングアーム 
プレーキ前/後 シングルディスク/シングルディスク 
タイヤ前/巧 80/100-21/120/90-18 
フレーム形ま セミダブルクレードル 

Size 

全長： 2310mm 

全幅： 875mm 
シート巧： 895mm 
巧な地上音： 300mm 
ホイールべース：1475mm 
巧小回転半径：m 

XR250 

Color Variation 

画フラック 

Price 

匿も刷刷54万6000円 

な乂シミユレーシヨン 

車両本が価格 52巧円 
榜を登提手巧き巧斤手なネ斗 1万7000円 
巧まをおお 1万7000円 
悅込み(5%)合計を巧 58巧1700円 

ま量巧（巧回のみ） 6300円 
自胳貢巧换ネ斗(37ヶ巧） 1方2080円 

LMお!11 GO万80円 

歴史に裏がけ5れた高い信頼性を誇る 
デュアルパーパスのスタンダード 
あらゆるオフロードシーンでそのをを轟かせたを車XR。その— 

統はいまも健をだ。力強いパワーフィールと高し、信頼性を誇 

るパワーユニットはそのまま、CRFシリープと共通するフロン 

トバイザー、タンクシュラウドなど、アクティブなイメージを 

演出するか裝アイテムを手に入れた。 

Specifications 
エンジンおま 
排気量/ボアXストローク 
圧縮ま 
巧高化力/巧大トルク 
車両重量 
燃货 
点义方ま/始動方式 
タンク容量/オイル容置 
ミッシヨンおが 
サスペンション前/巧 
プレーキ前/巧 
タイヤお/お 
フレームおま 

を冷4ストSOHC4バルブ単気巧 
249cc/73.0mmX59.5mm 
9.3:1 
28ps/8000rpm/2.6kg-m.7000rpm 
119kg (を燥） 
40km/e (目Oknvh定i也を巧巧） 
CD1/セルフ 
9.36/-6 
目段 
正立テレスコビック/スイングアーム 
シングルデイスク/シンブルディスク 
3.00-21/4.60-18 
セミダフルクレードル 

Size 

を長： 2175mm 

全幅： 805mm 
シート富： 875mm 
巧化化上る： 285mm 
ホイールべース：1425mm 
巧か回お半径： 2.2m 

WR250R 

Color Variation 

■mティ—で(ープリッシュスレ-ソリッ巧 
こつ/てーブUツシユホワイトソUッド1 

Price 

I瞧mり!., 70万1400円 

田! 乂シミュレーション 

車雨本化価裕 66方8000円 
おま登録キ筑き巧巧手な巧1万7000円 
拍車控«巧 1巧7000円 
巧込み巧％)を計を巧 73万7100円 

ま*巧く初回のみ） 6扣0円 
自お黄な検巧は7ヶ月） 1万20扣円 

I'册!《'が'..1!‘175万5480円 

コンぺテイシヨンモデル直系の高性能 
究極のプレ5アムオフ□—ドスポーツ 
フユーエルインジてクシヨンを採用した水冷DOHC単気筒ユ 
ニットを新設計のセミダブルクレードル型アルミフレームに搭 

載。6速ミッシヨンやフルアジヤスタブル式の前後サスペンシ 

ヨンなどヤマハがi音ってきた技術を惜しみなく投入。圧倒的 

なパフォーマンスを誇るオフロードマシンだ。 

Specifications 
エンジン形ホ 水冷4ストDOHC4バルブ単ち巧 
排を量/ボアXストローク 249cc/77.0mmX53.6mm 
圧縮を 11.8:1 
巧高出力/巧大トルク 31 ps/10000rpm/2.4kg-m/8000rpm 
車巧重a 132kg 
お巧 34km/e (eOkm/hま:地走巧恼） 
点义方ま/始動方ザ TCI/セルフ 
タンク容量/オイル容產 7.62/1.56 
ミツシヨン巧さま 6段 
サスペンション前/後 倒立テレスコビック/スイングアーム 
ブレーキお/巧 シンクルディスク/シングルディスク 
タイヤ前/巧 80/100-21/120/80-18 
フレームおホ セミダブルクレードル 

Size 

全長： 2190mm 

全居： 810mm 
シート畜：的5mm 
あお地上富： 300mm 
ホイールべース：1425mm 
巧小回お半径： 2.3m 
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SEROW250 

Color Variation 

t=3JトブリツシユホブイトソリッドI 

Price 

1:爾お!お!’.1。49万3500円 

巧入シミュレーション 

車两本か価お 47巧円 
検空登録手持き代行手数が 1万7000円 
巧車を巧お 1巧7000円 
お込みほ％)合計を巧 52万目200円 

重*お（巧回のみ） 日300円 
自賠責巧挨料は7ヶ月） 1万呂080円 

国Wムり;J 54万7530円 

八イレベルなトレッキングが能を誇る 
スタイリッシュなマウンテントレール 
自然との調和をテーマに開発された独自のコンセプトを持つ 

マウンテントレール。ム、腺部となる空冷SOHC単気筒エンジン 
にはフューエルインジェクションを用，トルク感が向上した 

パワーユニットにしなやかな足まわりを組み合わせることで、 

トレッキング性能は格段に進化している。 

Specifications 
エンジン形式 
おお量/ボアXストローク 
距縮率 
巧奋出力/巧大トルク 
車両垂Jt 
燃資 
お义方が/お封ちホ 
タンク容紐/オイル容通 
ミッション形ま 
サスペンション前/化 
ブレーキお/を 
タイヤ巧パを 
フレームお式 

空冷4ストSOHC2バルブ単気巧 
249cc/74.0mm X 58.0mm 

' 9.5:1 
18ps/7500rpm/1.9kg-m/6500rpm 

'130kg 
' 40km/e (加km/h封也走巧值） 
TCI/セルフ 
9.66/1.46 
5段 
正立テレスコビック/スイ 
シンブルディスク/シング. 
2.75-21/120/80-18 

全信： 805mm 
シート岳： 810mm 
巧低地上畜： 285mm 
ホイールべース：1360mm 
巧小回お半偉：1.9m 



YAMAHA/V. 

SEROW250 S 
セ□—250S 

Price 

t;!地;;bgS巧-!;-! 51万4500円 

巧入シミュレーション 

巧両本が価格 49巧问 
検査登结手巧き巧巧手巧巧1万7000円 
巧車を巧お 1乃7000円 
巧込み巧％)合計を巧 55万200円 

ま量巧（巧回のみ） 的00円 
自賠責なお芽斗(37ケ巧） 1巧2080円 

,歷邏56巧8580円 

KLX250 

Price 

1繼出LU 52万8000円 

巧乂シミュレーション 

ま巧本巧極巧 50万2858円 
玲を登综手統をげ巧手巧す斗1巧7000円 
巧まを巧お 1巧7000巧 
お込み巧％)合計をお 56万3700円 

重量おく巧回のみ） 6300円 
自賠責保険巧(37ヶ巧^ 1乃2080円 

1壓58万2080円 

SUPER SHERPA 

Color Variation 

^すでンディ/ントオレンジXエボニー 
MライムブリーンXェに一 

Price 

IすななHiり42万9450円 
»乂シミュレーシヨン 

ち巧东访価格 40万卵00円 
检査登録手扶き巧巧手を巧1万7000円 
巧を整满巧 1巧7000円 
巧込み(5%)さ計を巧 46万5巧0円 

至量巧（初回のみ） 6300円 
き賠責おお巧は7ヶ月） 1万2080円 

fJiiiM 魁148万3530円 

より存在感を強めたルックスで登場 
プレミアム性がちえ5れた追加モデル 
オフロードでの卓越したトレッキングとストリートでも巧いや 

すさを両立したマウンテントレール。その上級バージョンとし 

て追加ラインアップされた、新グラフィックを採巧のS化様。 
随所にゴールド塗装が採り入れられ専用のツートーンシート 

も採用。よりプレミアム性を富めている。 

Specifications 
エンジン形ま 
挤気量/ボアXストローク 

空を4スト弓OHCSバルブ単気巧 
249cc/74.0mmX58.0mm 

圧巧率 
巧ま出力/巧大トルク 
ま巧重9 

>5:1 
18ps/7500tpm/1.9kg-m/6500rpm 
130kg 

怒-* 40km/e (60km化を地走巧巧） 
点火方が/始ぉ方式 TCI/セルフ 
タンク容量/オイル容撒 9.6 6/1.4 6 
ミッション形ま -娘 
サスペンションおパを 正立テレスコビック/スイングアーム 
ブレーキ前/巧 シングルディスク/シングルディスク 
タイヤ前/巧 2.75-21/120/80-18 
フレーム形ホ セミダブルクレードル 

シート意： 810mm 
巧低巧上香： 285mm 
ホイールべース：1360mm 
巧小国お半径：1.9m 

フルモデルチェンジで性能アップ 
あ5ゆるシーンで高し、走破性を発揮 
高回転までシャープじ吹け上がるエンジン特性が魅力。セル 

スターター装備の水を4ストDOHC単気筒ュニットを搭載した 
デュアルパーパス。フロントには倒立フォークを、リアにはユ 

ニトラックサスを採用することでオフロードからストリート、 

ツーリングまで幅広く対応する。 

Specifications 
エンジンおま 
おま*/ポアXストローク 

みを4スト—DOHC4バルブ単気-巧 
, 249cc/72.0mmX61.2mm 

圧巧牽 11.0:1 
ホ磊出力/*大トルク 24ps/9000rDm/2.1kg-nn/7000fpfn 
ま雨重5 口 6kg 
が巧 I —km/8お0km化定化走巧巧） 
お义方ま/お岩!方が CDI/セルフ 
タンク容量/オイル容曼 7.7 6/1.5 2 
ミッションおま . 6段 
サスペンション前/巧 掛立テレスコピック/スイングアーム 
ブレーキ前巧轰 シングルデイスク/シングルデイスク 
タイヤ前/後 3.00-21/4.60-18 
フレームおま セミダブルクレードル 

窃ze 

全長： 2200mm 

全幅： 820mm 
シート奇： 890mm 
虽ほ地上富： 285mm 
ホイールべース：1430mm 
巧か回お半径： 一m 

都巿と自然をク□スオーバーする 
! \イスぺツクなマルチJ \’ーパス 
KLXの水をエンジンを空を化した249CCDOHC単気筒ユニット 
を鞋量かつスリムなボディに搭載。ハイスペックエンジンに強 

勘なフットワークを組み合わせることで、高い走破性を手に乂 

れたマルチパーパス。街乗りからハイウてイまで順応する、都 

市と自然をクロスオーバーするマシンだ。 

Specifications 
エンジン形ま I空冷4ストDOHC4バルブ単ち巧 
括気*/ボアXストローク 249cc/72.0mmX 61.2mm 
を症李 ^ 
&ま出力/巧大トルク 
車両まft 
が巧 
お义方ま/始動方ま 
クンク容量/オイル容董 

9.3:1 
26ps/9000rpm/2.かg-m/7000rpm 
111kg (お巧） 
44.5km/e (60km/h定お走巧巧） 
GDI/セルフ 
9.06/1.56 

ミッション形ま 目段 
サスペンション前/後 
ブレー车お/巧 

正立テレスコビック/スイングアーム 
シングルディスク/シングルディスク 

タイヤW後 2.75-21/ん10-18 
フレームお式 セミダブルクレードル 

全幅： 780mm 
シート岳： 810mm 
*ほ巧上高： 265mm 
ホイールべース：13的mm 
»ル回おキ涅：1.8m 

XR230 

Color Variation 

口□スホワイト 
麵■ェクストリームレッド 

Price 

I把aなa曲149万2450円 
巧乂シミュレーシヨン 

ま巧本体価格 が万9000円 
お査登録手魚き巧巧手を料1万7000円 
かまを巧巧 1巧7000円 
税込みほ％)をなをな 52738150円 

重;■巧（巧回のみ） 6300巧 
き賠責な験巧(37ヶ巧） 1万2080円 

uimamj 54で6530円 

扱いやずい車体とパワフルなエンジンで 
爽快なオフ□ー ドシーンを演出ずる 
気負うことなくライディングを楽しめるパワー特性と軽量で扱 

ぃやすぃ車体構成が魅力。さまざまなフィールドで爽快な走 

りを満喫することができるデュアルパーパスだ。シャープな印 

象を与えるフロントバイザー&タンクシュラウドを装備したス 

タイリッシュなフオルムも魅力的なだ。 

Specifications 
エンジンおま J 
抹ま量/ボアXストローク1 
圧巧を 1 
巧岳出力/巧大トルクj 
車両重* 1 
が黄 
点义方式/始ぉ方ま 
タンク容■/オイル容ft 

空冷4ストSOHC2バJレブを気茵 
223cc/65.5mm X 66.2mm 
9.0:1 
18ps/7500rpm/1.8kg-m/5500rpm 
122kg 
46km/fi (60km/h定化走行お） 
CDI/セルフ 
8.7C/—e 

ミッション形式 ! 6段 
サスペンション前/巧 正立テレスコビック/スイングアーム 
ブレーキ前/巧 シングルディスク/シングルディスク 
タイヤ前巧を 2.75-21-4/120-80-18 
フレーム形式 セミダブルクレードル 

全幅： 825mm 
シート岳： 805mm 
巧低地上畜： 245mm 
ホイールべース：1340mm 
巧小回お半搔：2.1m 55 



SKYWAVE650LX 
スカイウェイブ妨OLX 

Color Variation 

Esaオールトグレー■Sタリツク 
1=1；てールミラージュホワイト 

Price 

帖‘枯ムロん別109万2000円 

就义シミュレーシヨン 

を兩本が価格 104万円 
おを登録手統き巧巧手なお1万8000円 
巧車を衡料 1乃邮00円 
税込みほ％)を計を巧 112万9800円 

重量巧 7加0円 
自賠黄イ呆お料(37ヶ月） 1万7780円 

□EKim" 5万5080円 

フラッグシップの名に恥じない充実装備 
快適なクルージングが巧能のラグジー仕様 
ノーマル/パワーモードを備えるフルオートマチックと巧意で 

ギアのセレクトできる6段マニュアルモードが選べる電子制御 

式CVTを組み合わせにより、シティユースからツーリングまで 

幅広く巧応する。ABS、電動可動スクリーンゃ電動格納ミラ 

—、タンデム用バックレストなど快適/安全装備が充実。 

Specifications 
エンジンおが 
排気«/ボアXストロークI 

水冷4ストD0HC4バルブが列娩衍 
638cc/75.5mm X 71.3mm 

圧縮ま i 
巧奋出力/巧大トルク： 

11.2:1 
50ps/7000rpm/6.1 kg-m 巧000阳 m 

車両を# I 277kg 
燃巧 I 27km/e (60km/hを巧走巧值） 
点义方式/お動方まI 
タンク容量/オイル容量J 

フルトラ/セルフ 
15.0 6/3.4 5 

ミッションおま I -おぉ — 
サスペンション前/巧] 正なテレスコビック/スイングアーム 
ブレーキ前/後 
タイヤ前/巧 

ダブルデイスク/シングルデイスク 
120/70-15/160做)-14 

フレームお式 パイブアンダーボーン 

Size 

全長： 2260mm 

全お： 810mm 
シート高： 755mm 
巧低化上离：130mm 
ホイールベース：1595mm 
巧小回ち半径： 2.7m 

SILVER WINGく600> 

Color Variation 

■■■ブラフアイトフラック 
■■クイニングレッド 
MブラフアイトブラックCAE 
£=1 ノトルヴンビームホワイト 

Price 

tmsnau 83万4750円 

ABS仕な88万7250円 

抽乂シミュレーシヨン 

車両本巧価お 79方5000円 
おを登好手傍き代巧手なお1方8000円 
巧車を巧料 1万8000円 
税込みほ％)合計を巧 87万2550円 

89万7830円 

エンジンおま 
お気量/ボアXストローク. 

未冷4ストDbHC4パJレブ並列2気巧 
582cc/72.0mmX71.5mm 

圧縮李 ■ 10,2:1 
巧萬出力/巧大トルク 
車両重fi 
燃货 

49ps/7000rpm/5.4kg-m/5500rpm 
245kg (249kg) 
27.5km/e (60km化定化を巧巧） 

お义方式/始動方が1 
タンク容蓋/オイルを量 

フルトラ/セJレフ 
16.0 6/--5 

ミッションおま 
サスペンション前/後 

S段—— — 
正立テレスコピック/スイングアーム 

ブレーキ前/巧 シンクルディスク/シンブルディスク 
120/80-14/150/70-13 タイヤ前/f轰 

フレームおま バックボーン 

fa各部の装飾がよりいっそう引き立てる 
プレムアムを感じさせる力強いフオルム 
582CC水冷並列2気筒エンジンを搭載するホンダのスクーター 

のトップモデル。前をゴールドホイールの装着や立化エンブレ 

ムやを部にクロームメッキを施され、質感を追ポした高級感 

溢れるつくりがなされる。スタンダードとABS装着車を設定。 

ABSまはリアブレーキキャリパーがゴールドとなる。 

56 

TMAX 

スクーターの概念を覆る走りとフオルムで 
デビューじI来高し从気を誇るスポーツモデル 
従来のスクーターの概念を覆すスポーティなフオルムと軽快な 

走りで新たのジャンルを築いたスポーツモデル。499CC水を並 

タリ2気筒DOHCエンジンを水平かつ前輪寄りにマウントするこ 
とで、低重'L、化と前輪巧重配みじよりスポーツモデルを凌駕 

する走りを披露する。ハンドル、ヒップポイント、フットボー 

ドは徹底追及し、自由度の高いポジションが得られる。 

94万5000円 

化乂シミュレーシヨン 

車両本体価巧 90万円 
榜蛮を錄手紛き巧巧手巧お1巧8000円 
お車お備お 1巧8000円 
税込み巧％)さ針を巧 9B万2800円 

重JS巧 7500円 
自賠黄イ呆険料(37ヶ月） 1万7780円 

I 地！!Bijぶ 1100万8080円 

Specifications 
エンジン形ま 
排巧*/ボアXストローク 
圧締率 
巧寓出力/巧大トルク 
車兩巧量 
が巧 
点:义方ま/おお方ま 
タンク弯1/オイル容量 
ミツシヨンおが 
サスペンション前/を 
プレーキ前/後 
タイヤ前/巧 
フレーム形ホ 

水冷4ストD0HC4バルス单吗2気可 
499cc/66.0mmX73.0mm 
11.0:1 
38ps/700qrpm/4.5kg-m/5500rpm 
222kg —— 
25km/e (日Okm/h定化走行イ直） 
TCI/セルフ 
15.0C/3-6e 

正立テレスコピック/スイングアーム 
ダブルディスク/シングルディスク 
120/70-14/160/60-15 

Size 

全長： 2195mm 

全幅： 775mm 
シートを： 800mm 
巧あi拒上高：125mm 
ホイールべース：1580mm 
巧小回お半径： 2.8m 



YAMAHA/v マ'、 
TMAX(2007) 

t細ムミぉ曲I 85万500円 
Color Variation 

Hピビッドレッドカクテル1 
MブーフパーブJッシコ。卜乂タリックL 
H3ラックゾタリックX 

シヨートスクリーンやブーメラン型サイドパ 

ネルなど、スポーツバイク並の精悍なスタイ 

ルが魅力的。アルミ製ダイアモンドフレーム 

や高剛性リアアームを採用するなど、パッ 

ケージングもスポーツバイクと遜色ない。 

Specifications 
エンジンお式 水冷4ストDOHC4バルブ並列2気巧 
排気* 499CC 
巧高出力 38ps/7500rpm 
巧大トルク 4.6kg-m/4500rpm 
車雨ま5 225kg 
ミッションおま .お段 

TMAX SPECiAL(2007) 

Price 

ムロロ細87万1500円 
Color Variation 

■■ブラックメタリックX 

ビビットなカラーリングによって構成された 

スペシャルエディション。精悍さを高めるブ 

ラックボディ、レッグサイドのメタル調にす 

るなど、スペシャルならではのインパクトあ 

るスタイリングに仕上げている。 

Specifications 
エンジンおま 
棘ちS 
巧高出力 
巧大トルク 
車両重量 
ミッション形式 

水冷4ストDOHC4バルブな列2気巧 
499CC 
38ps/7500rpm 
4.6k日-m/4500rpm 
225kg 
無段 

SILVER WING<400> 

iMurLTTt 77万1830円 

kaaム。凹70万8750円 
ABs仕柱76万1250円 

フオルムを弓Iき締めるシックなカラーリング 
アダルト指向に仕上げたミドルモデル 
600と共通の車体に398CC水冷並歹に気筒を搭載するミドルス 

クーター。へッドライト上部やフロア下、テールカウルをマッ 

トアクシスグレーにし、ツートン化標じすることでシックなイ 

メージに仕上がている。ABS装着車はスタンダードモデルと異 

なるデザインを施すなど差別化がなされる。 

Specifications 
エンジンお式 
おち量/ボアXストローク 
圧巧を j 
巧萬出力/巧大トルク! 
車両を量 ! 
が資 

水を4ストDOHC4バルブぶ列2気巧 
398cc/64.0mmX62.0mm 
10.8:1 
38ps/7500rpm/4.0kg-m/6000rpm 
245kg (249kg) 
30km/e (60km/hを化を行巧） 

お义方ま/始お方ま フルトラ/七ルフ 
タンクを量/オイル容量 16.08/—e 
ミツション形ま おお 
サスペンション前/巧 正立テレスコピック/スイングアーム 
ブレーキ前/巧 
タイヤお/巧 

シングルディスク/シングルディスク 
120/80-14/150/70-13 

フレーム巧さま バックボ—ン 

Size 

全長： 2275mm 

全悟： 770mm 
シート宮： 730mm 
巧低地上窝：140mm 
ホイールべース：1595mm 
最小回お半を： 2.8m 

GRAND MAJESTY 400 

^ダークグレーメタUックB 
亡コブリニジシュがフイトカクテル1 

Price 

四匹四3 71万4000円 
講乂シミュレーシヨン 

車巧本が価格 68万円 
おを登なを持き代巧手な料1万8000円 
がまを巧巧 1巧8000円 
巧込み巧％)合封を額 75巧18如円 

重量巧 7500円 
自賠黄保おお(37ヶ月； 1万7780円 

I画むむ、77万7080円 

YAMAHA- 

ゆとりあるフィーリングび轄力的 
快適な走りを提供する大人のスクーター 
風洞実験と流体解巧かた誕生した流麗なフォルムがちえられ 

たマジェスティシリーズの上級モデル。その流麗なフォルムは、 

高いプロテクション効果を発揮し、風圧【こよるライダーの液ち 

を大幅に軽減。ゆとりあるパワーを誇る394CCDOHC単気筒ェ 

ンジンと相まってロングツーリングもす夫適。 

Specifications 
エンジン形ま , 
揉気量/ボアXストロークJ 

^水冷4ストDOHC4バルブ単気巧 
[394cc/83.0mmX73.0mm 

圧巧李 
巧岳出力/运大トルク 

10.6:1 
: 31 ps/7250rpm/3.4kg-nv6000rpm 

車両巧■ 
が》 

220kg 
32kmC (目0kmルを化走巧値） 

点义方ま/始勤ちま! 了幻/セルフ 
タンク容量/オイル容產 14.0B/1.7C 
ミッションおま 
サスペンション前/巧 
ブレーキ前/巧 
タイヤ前/巧 

.無段 
1正立テレスコピック/ユニットスイング 
—タブルディスク/シングルディスク 

120/80-14/150/70-13 ' 
フレーム巧さま ；バックボーン 

Size 

を長： 2230mm 

を控： 780mm 
シート萬： 760mm 
巧化地上萬：120mm 
ホイールべース：巧阳mm 
巧小回お半矮： 2.6m 

SKYWAVE400 Type S 

Color Variation 

圍 ソ□でもタンデムでも変わらめ乗り味 
思、わず遠出したくなるむ地いい走り 

口 Jトルミ户ジユホワイト 
^ ‘トルネプラーブラック 
eaミステイツクシてーメタUツク 

Price 

1 誦ぶ!!'!;', 69万1950円 
巧乂シミュレーション 

ま:巧本が価お 65巧9000円 
巧查登巧手魚き巧巧手なお r1万8000円 
巧を整巧料 1巧8000円 
巧をみほ％)をきナを巧 72刀9750円 

ち量お 7500巧 
自お資保お科(37ヶ月:‘ 1万7780円 

，证!w-im 75万5030円 

スポーティなイメージを引き立てる2灯式へッドライトが個性 

的なフェイスがつくりあげる。スライドアジャスト式バックレ 

スとによりシートは前後5段階の調整が巧能で、ライダーの体 

格に合った最適なポジションが得られる。リンク式リアサスの 

採用によりタンデム時もスポーティな走りを披露。 

Specifications 
エンジン形式 1 
巧ち*/ボアXストローク」 

1水冷4ストDOHC4バルブ単気巧 
399CC/81 -Omm X 77.Bmm 

圧おま ；10.5:1 
ftあ出力/H大トルク： 32PS/75肋聊1/3.5咕怖6000rpm 
巧両fi量 : 216kg (お揉） 
化資 
お'火方まy始姑方を 
タンク容量/オイル容量 

: 34km/2 (60km/h定地を行馆） 
:フルトラ/セルフ 
13.02/1.56 

ミッションおす 無段 
サスペンション巧/沒 正立テレスコピック/スイングアーム 
ブレーキお/巧 
タイヤ前/巧 
フレームお式 

ダブルディスク/シングルディスク 
120/80-14/150/70-13 
バイブアンダーボーン 

Size 

全長： 2270mm 
-L_ 

を幅： 760mm 
シートな： 710mm 
巧化地上高：125mm 
ホイールべース：1585mm 
巧小回巧半径： 2.7m 
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FORZAX 

I巧つマイト巧ック 
\ロスホワイト 

Price 

KHII星 13 65万1000円 

才-ディが•ノトジ71万9250円 

巧乂シミユレーシヨン 
巧両本巧価な 62乃円 
巧査登録手待き巧巧手な料 1巧7000円 
巧ま整が巧 1巧7000円 
巧込みほ％)合計全お 68万6700円 

ま產巧（初回のみ） 的00円 
自腹貴保険料(37ヶ月） 1万2080円 

1誦.巧ホ1 70万5080円 

ラジュルアU—なムードが漂う 
エクステUア&インパネデザイン 
セクシーなスタイリングと使い勝手の良さで若者に絶大な支 

持があるフォルツァ。インストルメントパネルも高級セダンを 

思わせるクオリティの高いデザインもラグジュアリーな雰囲気 

を引き立てる。中央のマルチディスプレイには、ホンダの二輪 

では初となる平均燃費計/瞬間燃費計を備える。 

Specifications 
エンジンおま 水冷4ストSOHC2バルブ単気巧 
排気蛋/ボアXスト□—ク 248cc/68.0mmX 68.5mm 
圧縮率-- 
巧寓出力/巧大トルク 
車両重* 

燃巧 
ぉ义方ホ/始ぉ方式 

10.2:1 
22ps/7500rpm/2.2kg-nV6000rpm 
196kg (199kg) 
41km/6 (60km化定iをを巧な） 

'フルトランセルフ 
タンクを量/オイル容量 
ミッション形式 
サスペンション前パを 

..12.0 e/—尼 
^無段 
正ぶテレスコピック/ユニットスイング 

ブレーキ前バを シングルデイスク/シングルデイスク 
タイヤ前/巧 110/90-13/140/70-13 
フレームおま バックボーン 

Size 

全長： 2185mm 

全幅： 750mm 
シートま： 710mm 
巧な巧上寓：135mm 
ホイールべース：1545mm 
あ小回お半径： 2.6m 

FORZAZ 
フォルツァZ  

Color Variation 

Hブラファイトブラック 
C=3デジタJに/ルバーメタりック 
^キクンデイータヒチアンプJ卜 
Hテコーク7ジェンタメタリック 
Hブラファイトフラック(ABSm) 
画■チタニウムメタリック(ABSmi) 

Price 

li化化ム!;69万3000円 
才—ディオバッケ-ジ76万1250円 

ABStt 梯75万6000円 
ABStt8 •ネ-ディが？ケ-ジ82方4250円 
巧乂シミュレーシヨン 

車雨本が価格 目6方円 
お査登括手沒き巧巧を巧料1巧7000円 
巧車爸巧料 1巧7000円 
税込み(5%)合計を巧 72巧8700円 

ま量税（初回のみ） 目300円 
自賠資保おおは7ヶ巧）1万2080円 

luiLiBiMi74万7080円 

電子制御7速ホンダSマチックEvo搭載 
マニュアルモードで走りの楽しさをプラス 
基本的なフィルムはXと共通ながら、ホンダSマチックEvoを搭 
載。スポーティパージョンとして設定されたZ。通常の才ート 

マチック走行はもちろん、ギアチェンジが任意でセレクトでき 

るマニュアルモードを備える。ワインディングではスポーツバ 

イクのようにキビキビとした走りを巧露する。 

Specifications 
エンジンおま 
排気量/ボアXストローク 

水冷4ストSOHC2バルブ卓ち巧 
248CC/68.0mmX68.5mm 

圧縮率 10.2:1 
巧窗出力/巧大トルク 
革両重* 
燃货 

22ps/7500rpm/2.2kg-m/6000rpm 
201kg {204kg) /204kg (207kg) 
43l<m/ 2 (60km/hま:i在を巧值） 

点义方式/おお方式 
タンク容a/オイル容« 
ミツションお式 
サスペンション南!/後 

'フルトラ/セルフ 
12.0 
無段（マニュアルモードが） 
正立テレスコピック/ユニ7トスイング 

ブレーキ前/巧 
タイヤ前/巧 

シングルディスク/シングルディスク 
110/90-13/140/70-13 

フレーム形ま バックボーン 

&ze 

全長： 2185mm 

全倡： 750mm 
シート萬： 710mm 
おあ地上畜：135mm 
ホイールべース：1545mm 
巧小回お半径： 2.6m 

PS250 

Color Variation 

tuns 1、、一^ス ジユ 
カムフラージュブリーン 

圓ブラック 

Price 

!;!啦た円!!Lな51万4500円 
巧乂シミュレーシヨン 

車两本か栖巧 49万円 
検査登録手統きが行手巧お 1巧7000円 
巧を整な料 1万7000円 
拽込みほ％)合計を巧 55万200円 

重*お（巧回のみ） 6300円 
自賠資おお料(37ヶ巧） 1方20卽円 

けMgijj'た156万 SSS0円 

個性溢れるr無音」なスタイリング 
積載能力はクラス随一を誇る 
フレームむき出しのネイキッドスタイルが独特の才ーラを漂わ 

せる個性派モデル。パッセンジャーンートを跳ね上げればバッ 

クレストに早をわりし、さらに大型キャリアデッキ出現。シー 

卜は前を90mmのスライドが可能だ。そのスタイリングより使 

い勝手とは無縁の印まを受けるが、積載能力はかなり高い。 

Specifications 
エンジン形式 
雖ち量/ボアXストローク 
圧縮率 
巧高出力/巧大トルク 
車両重《 
燃巧 
お义方式/始お方が 

水冷4ストSOHC2バルブ単ち病 
249cc/72.7mmX60.0mm 
10.5:1 
19ps/7000rpm/2.1kg-m/5500rprn 
172kg 
37.2km/8お0kmルをi也走行巧） 
フルトラ/セルフ 

タンク容«/オイル容S 12.02/— e 
ミッションおま 無段 
サスペンション前/巧 正立テレスコピック/ユニットスインブ 
プレーキ前/巧 シングルデイスク/シングルデイスク 
タイヤ前/巧 
フレーム形ま 

Size 

を長： 2085mm 

を慢： 795mm 
シート萬： 725mm 
を低地上高：135mm 
ホイールべース：1455mm 
巧小回お半径： 2.3m 
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FORESにHT • EX 

Color Variation 

フつーチでーグレーメタijジク 
! くールシーシェルホワイト 

Price 

t臟師化1;, 48万2000円 
热乂シミュレーション 

車両本体価梅 44巧円 
おを登な手持き巧行手巧巧 1万7000円 
巧車整がお 1巧7000円 
巧込み(5%)を計を巧 49万7700円 

重*お（巧回のみ） 6300円 
自賠資保除巧(37ヶ月） 1万2080円 

1.細 irrr.で 1 51万6080円 

寒い日に重まずるグリップヒーターを装備 
うれしいリーズナブルな価格設定 
国産ビッグスクーターはスポーティさを全面に出したスタイリ 

ングが主流だが、フォーサイトEXは洗練されたスマートなス 
タイリングで、アダルト層に評価が富いモデルだ。またをくの 

モデルが才もプション設をとなるグリップヒーターを標準装備 

しながら40万円代の車両価格も人気の秘密。 

Specifications 
エンジンお式 
拼ち里/ボアXストローク 

水冷4ストSOHC2バルブ単気な 
249cc/72.7mmX60.0mm 

圧痛を 
巧萬出力/お大トルク 
重雨をM 一 

10.5:1 
21 ps/7000rpm/2.4kg-ni/5500rpm 

16咽 _ .—. 

ミッションおホ 
サスペンション前/後 
ブレーキ巧/?至 

ピック/ユニットスイング 
'スク/シングルディスク 

タイヤ前/巧 110/90-12/130/70-12 
フレームおま バックボーン 



FUSION TYPE X 
フユージョンタイプX デビューか520年lU上経過ずるび 

いまだ色あせめ秀逸のデザイン 

田 

1=1 ■ご.一IしシーシZル巧フイト 
〔コ化モデラージュ 

Price 

牌地；■；邸揣< 55万6500円 
巧乂シミュレーション 

巧両东が価お 53方円 
おを登録手持き巧巧手巧お1巧7000円 
がまおなお 1方7000円 
巧込み巧％)合計まな 59万2200円 

重*巧：巧回のみ） 的00円 
自賠g巧お巧ほ7ヶ月） 1方2080円 

IリMg'uij ら1万580円 

—時絶版となるが、のちに再販を果たした異色の経緯を持つ。 

すでにデビューから20年に(上経過するがモデルだが、古くさ 

さを感じさせないデザインは秀逸。今なお多くのライダーに愛 

されるモデルだ。タイプXはパッセンジャーのげ適性を高める 
バックレストが標準装備となる。 

Specifications 
エンジンおが 
巧ミ1/ボアXストローク 

を;与えストSOHC2バルブ単気衍 
244cc/72.0mmX60.0mm 

圧縮率 ^ i 10.0:1 
巧萬出力/巧大トルク 
ま巧重量 

19ps/7500fpm/2.1 kg-m 巧000rpm 
.172崎 

が巧 41.0km/C (60km/h定i也を巧巧） 
お义方式/始か方が GDI/セルフ 
タンク容量/オイル容tt '12.0 e/—fi 
ミッションおま お段 
サスペンション前/巧 ボトムリンク/ユニッ-トスイング 
ブレーキ前/巧 iシングルディスク/りーディングトレーリング 
タイヤ前巧を 110/100-12/120/90-10 
フレーム形ま アンダーボーン 

全幅： 805mm 
シート高： 665mm 
巧お;地上离：145mm 
ホイールべース：1625mm 
最小回ち半径： 2.9m 

FUSION SE 
フュージョンSE Uアスポイラー装備でスポーティさをアップ 

フラットなトルク特性でむ地のいい走り 

M车T•ンディーェクストリームオレンジ 

Price 

Essaa 57万7500円 
巧乂シミュレーシヨン 

ま巧本が価巧 55万円 
樓査登録手扬き巧巧手巧お1方7000円 
巧巧堅巧お 1巧7000円 
巧込み巧％；をおを巧 61万3200円 

重量税（巧回のみJ 目300円 
自賠責おおお巧7ヶが 1万2080円 

lUMiお:ij 63万1580円 

上級指向のタイプXに巧し、SEではハイマウントストップライ 

卜內蔵リアスボイラーを装備し、スポーティに演出。水冷4ス 

トロークエンジンは、スムーズに吹け上がり、低回転から高回 

転までフラットなトルク特性によリム、地いい走りを披露する。 

なお装備やメカニズムに関してはタイプXと共通だ。 

Specifications 
エンジンおま 
蘇気]!/ボアXストローク 

水冷4ストSOHC2バルブ単ち巧 
244cc/72.0mmX60.0mm 

圧おま 10.0:1 
巧富出力/巧大トルク19ps/7500rpm/2.1 kg-m/5000rpm 
ま雨を；！ 172崎 
が巧 41.0km/e (60km/h定化を巧値） 
お义方ぶ/始お方式 CDI/セルフ 
タンク容量/オイルを量 12.0 
ミッションおま .無段 
サスペンション前/そを ボトムリンク/ユニットスイング 
ブレーキ前/巧 シングルディスク/り—ディングトレ-リンブ 
タイヤ前/を 110/100-12/120/90-10 
フレーム形ま アンダーボーン 

Size 

を幅：如5mm 
シート高： 665mm 
巧低地上畜：145mm 
ホイールべース：1625mm 
巧小回ち半径： 2.9m 

Majesty 
マジェスティ 

Color Variation 

c=iシルバー3 
^レディ‘:/シユフラック;>4タリック2 
こコグリニッシユホワイトカクテル1 
^ブラクメタリックX 

Price 

I通地i!止I 70万2450円 
讲入シミュレーション 

ま兩本が価お 66乃9000円 
轄を登録手技き代巧を巧お1巧7000円 
巧を爸巧巧 1方7000円 
巧込み（5%)を封全巧 73万8150円 

重量巧（初回のみ:， 6300円 
自賠黄な埃お'ぶヶ月： 1方2080円 

I趾M巧刊75万6530円 

新世代のトランスミッションを搭載 
スポーティなをりにも低燃費走行にもが応 
昨年フルモデルチてンジが実施され3代目へと進化を遂げたマ 

ジェステイ。YCC-AT(ヤマハ.チップ.コントロール.才ート 

マチック.トランスミッション）の搭載により、スイッチひと 

つで走行モードを切り替えが可能になる。新設計のエンジン 

との組み合わせにより走りの質を高めた。 

Specifications 
エンジンおま 
择気量/ポアXスト□—ク 
圧結宰 _ 
巧ち出力/巧大トルク 
車両重量 
ぉ巧 
点义方ま/始動方ま 
タンク容量/オイル容« 
ミッション形ま 
サスペンション前巧を 
ブレーキ前/巧 
タイヤ前バを 
フレ—ム巧$ま 

水冷4ストSOHC4バルブ単気衍 
249cc/目8.0mm X 68.6mm 
10.8:1 
19p が65孤 rpm/2-2kg-m 巧000rpm 
188kg 
38km/fi皆Okm/hをお走巧巧） 

正立テレスコピック/ユニットスイング 
シングルディスク/シングルディスク 
110/90-13/140/70-12 

全幅： 780mm 
シート富： 700mm 
巧低化上畜：110mm 
ホイールべース；1550mm 
巧小回お半径： 2.7m 

MAXAM 
マグザム 

Color Variation 

ソ□でもタンデムでも変わ5ず乗りな 
巧定感あるゆったりした走りを堪能 

• JータークオレンジXタリック1 
シ，レバー3 
シ化*：$^ホっィト 

■ ラックタタUジクX 

Price 

耐歷" 66万1500円 
巧乂シミュレーシミン 

ま巧本が価巧 63万円 
巧を登な手規き巧巧手巧お1乃7000円 
巧をを巧巧 1巧7000円 
税込みほ％)合おを巧 69で7200円 

ち！:榜巧ぶ回のみ} 的00円 
自弦«巧おお(37ヶ貝） 1巧2080円 

rngPfgTTi 71万5580円 

2人乗りを重視して開発するというこれまでのスクーターの概 

念にないコンセプトで誕生した個性派モデル。重,レ位置を少 

なくすることで、1人乗りでも2人乗りでも同じ感覚で走るこ 

とができる。またその個せ溢れるスタイリングも魅力で、カス 

タムべースとしても高い人気を誇る。 

Specifications 
エンジンおま 
巧巧量/ボアXストローク 
圧巧ま 

水冷4ストDOHC4バルブお気巧 
249cc/66.0mm X 73.0mm 
10.8:1 

巧巧巧力/巧大トルク 
ま両を量 

20ps/7500rpm/2.2kg-m/5500rpm 
201kg 

燃費 
点义方式/始おちま 
タンク容量/オイル容量 

37km/e (SOknrVh定化走行巧） 
’‘ TCI/セルフ 

14.0お/1.7B 
ミッションおま — 1ぉ段 - 
サスペンション前/後 
ブレーキ前/巧 
タイヤ前/巧 
フレーム巧さま 

正立テレスコビック/ユニットスイング 
シングルディスク/シングルディスク 
120/70-13/130/70-13 
パイブバックボーン 

Size 

を長： 2365mm 

全幅： 825mm 
シート富：朗5mm 
巧化地上寓：105mm 
ホイールべース：1615mm 
巧小回お半径： 2.8m 
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Semma 

フロントからリアまで流れるようなライン 
次世代のバイクを予感させる斬新なフオルム 
07年の東京モーターシヨーでコンセプトモデルとして出品され 

話題を振りまいたスタイリッシュスクーターが満を持して市販 

開始。フロントからリアまで流れるようなボディラインや口 

-& ロングのおホ来を感じさせる斬新なデザインがかつてない 

スクーターの世界を創造する。ジェンマのアイデンティティと 

いるフルフラットシートはタンデムでの一体感を追ホ。口ーポ 

ジシヨンにより足つきは良好だ。 

1池ゴぉ!。3 67方950円 Specifications 

り阳胸峨68万1450円 水冷4ストD0HC4バルブ単気巧 
1 249cc/69.0mmX66.8mm 

巧乂シミュレーシヨン 圧滿率 
._ 巧离出力/巧大トルク 
車雨本が価巧 63巧9000円巧両重* - ■—— 
お查登録手統き巧巧手巧巧1万7000円—— 

器ふVnAが7馬謂S .を*ホま/ぉか方が- 

11.3:1 
22ps/7加0rpm/2.2kg-抓5500rpm 
210kg 
36km/e (60km/h：を巧を巧馆) 
フルトラ/セルフ 

巧么みは％) n計を巧 70万6650円$ンクgJI/オイルをi 12.06/1-56 

重量お朋圆のみ） 6300円ミ—?_'每ン形が- … 
自赔責巧お料（37ヶ月）1巧2080円サスペンシヨンな!パを' 

お段 
正立テレスコピック/ユニットス<ング 

ブレーキ前/巧 シングルディスク/シングルディスタ 
120/80-14/150/70-13 
バイブアンダーボーン 1抽m!北: 72万5030円非ご！!?ま 

Size 

全長： 22朋mm 

を幅： 810mm 
シートち： 660mm 
aほ巧上岳：135mm 
ホイールべース：1690mm 
»ル回ち半径： 3.0m 

SKYWAVE250 Type M 

color Variation 

[=1 

マーブ,げイトナイエ□- 
■Cールネブラーブラック 

/トルミラージュホワイト 
トリトンブル^ メタリック 

Price 

1:1嫩jぶ!!北170万3500円 

巧乂シミュレーシヨン 

車両本が価格 67万円 
お查登録手巧き巧巧手致巧1万7000円 
巧まおが料 1万7000円 
が込みほ％)を計を巧 73巧92如円 

を*税（巧回のみ） 6300円 
自賠巧保换料(37ヶ月） 1方20如円 

1■丽I拙I 75万758。円 

SKYWAV 口 50 Types 
スカイウェイプ250タイプS 

ロノトJU5ラージュホワイト 
画Jトルネフ戸ブラック 
Bアクアストメタリック 

Price 

ピ1^^細削3 64万9950円 

巧乂シミュレーシヨン 

車両本が栖格 61巧9000円 
お查置録手扬き巧巧手な巧1万7000円 
巧車疫おお 1万7000円 
が这みほ％)含計を巧 68万5650円 

を量祕（巧回のみ） 的00円 
自賠黄保険料は7ヶ月； 1巧2080円 

1'皿!jnrxnn 70万4030円 

エレガントでスポーテイなルツクスと 
進化したC VTび走りの質を高める 
スカイウエイブシリーズのトップモデルに位置づけられるモデ 

ルで、ミッションは7速才ートシフトモード付電子制御まCVT 

が搭載する。オートマッチクは「ドライブ」&「パワー」、マ 

ニュアルでは「7速マニュアル」&「MTアシスト」の4つのパ 

夕ーンのセレクトが可能。 

Specifications 
エンジンおま 水を4ストDOHC4バルブ早ち巧 
排気量/ボアXストロークi 249cc/69.0mmX66.8mm 
圧縮率 ：11.3:1 
巧高出力/巧大トルク 26PS/75如rpm/2.5kg-ni巧000rpm 
ま巧重里 _ , 205kg (乾巧） 
燃巧_ ^ 39km/e (60km/h定地走巧巧） 
点义ちま/抬»方がIフルトラ/セルフ 
タンクをi/-幸みレ容量113.0 e/i.5fi 
ミッションおま 無段^ .… 
サスペンション前/巧 正立テレスコピック/スイングアーム 
ブ心ーキ前/後 シングルディスク/シングルディスク 
タイヤ前/巧 120/80-14/150/70-13 
フレーム形式 バイブアンダーボーン 

窃ze 

全長： 2270mm 

全幅： 760mm 
シートを： 710mm 
巧ほ巧上畜：125mm 
ホイールべース：1585mm 
巧小回ち半径： 2.7m 

ストリート向けにカスタマイズ 
ファッショナブルなスタイリング 
スカイウエイブ250をべースじ、ショートスクリーンや大型リ 

アスポイラー&リアアンダースポイラーを装備するスポ-ティ 

バージョン。さらに新デザインのアルミキヤストホイールが採 

用により、ストリートに映えるカスタマイズを施すことで、フ 

ァッションせを高めた。 

Specifications _ 
王ン女ンお巧 I水冷4ストDOHC4バルブ単を街 
揉ち量/ボアXストロークI 249cc/69.0mmX66.8mm 
圧裤を ；11.3:1 
最き出力/&大トルク； 26ps/7500rpm/2.5kg-m/6000rpm 

お义方式/抬動方式’フルトラ/セルフ 
タンクを量/オイル客« :13.06/1.55 
ミッションお式 無段 __ ___ _ 
サスペンション前/な 正立テレスコビック/スイングアーム 
:?レーキ前/巧 1シングルディスク/シングルディスク 
タイヤ前/巧 120/80-14/150/70-13 
フレーム形式 バイプアンダーボーン 

Size 

全長： 2270mm 
-L 

全慢： 760mm 
シートち： 710mm 
忌低化上葛：125mm 
ホイールべース：1585mm 
巧小回お半径： 2.7m 



SKYWAVに50Types Basic 
スカイウエイブ250タイプSベーシック 

Color Variation 

[=]1、‘ールミラージユホ:?イト 
い-ルネフラーブラック 

Price 

ぃ托社山-【と。d 62万8950円 

巧入シミュレーシヨン 

お巧本が価巧 59巧9000円 
検を登な手なき代巧手巧お 11万7000円 
巧ま堅巧お 1万7000円 
税込みほ％)含討を巧 66方4650円 

重童巧（初回のみ） 6300円 
自お貴保おおは7ヶ巧） 1万2080円 

1歴！ム!だ'1 68万3030円 

タイプSをべースにしたお買し儒仕様 
カスタムべースにぴったりな1台 
スカイウェイブ250Sの装備を簡素化し、価格を下げたお買い 

得モデル。ベーシックといっても、スズキ独自のイモビライザ 

-システム「S.A丄S」やにチップ内蔵マスコットキーを備える 

など装備にするなどセキュリティの面はしっかり強化。カスタ 

ムベース車両としても最適な1台だ。 

SKYWAVE250 Limited 
スカイウエイブ250リミテッド 

Color Variation 

Price 

Li.aiiJ2is.ia 66万450円 
巧入シミュレーション 

ま巧本巧価お 62万9000円 
お否登録手持き巧巧手巧お1方7000円 
巧ま整が巧 1巧7000円 
お込み(5%)を計を巧 的万6150円 

重量税（ネリ回のみ） 的00円 
自賠責な険料(37ヶ月） 1万2080円 

rniimm 71万4530円 

□ングスクリーンやグリップヒーターを装備 
寒し、をでも快適に走れるうれしし、機能が満載 
高い清流効果で風圧によるライダーへの負担を軽減してくれ 

るロングスクリーンやタンデムライダーの腰をしっかりホール 

ドしてくれる大型シーバーを装備。またボリユームホダイヤル 

のグリップヒーターや車体同色塗装ナックルバイザーも備える 

Size 

全長： 2270mm 

快適仕様のスカイウIイブだ。 

Specifications 
エンジン形が 
巧気置/ボアXストローク 

水冷4ストDOHC4バルブ単気筒 
249cc/69,0mmX66.8mm 

圧痛ま 
II惠出力/最大トルク 
を両重量 

11.3:1 
26ps/7500rpm/2.5kg-m/6000rpm 
218kg 

が巧 
お义方ま/おお方ま 

39km/l (60km/h定地を巧巧） 
フルトラ/セルフ 

タンク容量/オイル容童 13.06/1.56 
ミッションおま 
サスペンション前/後 

お段 
^正立テレスコビック/スイングアーム 

ブレーキ前パ妾 
タイヤ前/巧 

シングルデイスク/シングルデイスク 
120/80-14/150/70-13 

フレーム巧さま パイブアンダーボーン 

全幅： 825mm 
シート寓： 710mm 
を低地上富：125mm 
ホイールべース：1585mm 
巧小回転半裡： 2.7m 

SKYWAVE SS 

Color Variation 

i=uトルミラージュ'下Vワイト 

Price 

11地：iぶホ,り 67万950円 
W乂シミユレーシヨン 
車巧本が価巧 的万9000円 
おを畳な手なき代巧手巧料 1万7000円 
巧ま監巧お 1巧7000円 

70巧6650円 段込み(5%)さ許を巧 

ち量が-（初回のみ） 6300円 
自賠黄なお将(37ヶ月） 1万2080円 

1.壓ぉ,!‘1 72万5030円 

ストリートで映えるフオルムが魅力 
カスタムテイストあふれるエア□マスク 
車体と同色のカラーリングでまとめられたスクリーンレスのエ 

アロマスクが特徴。ストリートで映えるカスタムテイストにあ 

ふれたフオルムが魅力のスクーター。アルミ製スタビライザ_ 

ジングシート 

Size 

せきクロームメ ッキインチバーハンドル、 

などま用のアイテムを標準装備する。 

Specifications 
エンジンお式 
巧ち量/ポアXストローク 

；水ち4スト啤咕じ4バ也スを羣巧 
249cc/69.0mmX66.8mm 

財i率 11.3:1 
ち高出力/る大トルク 
車両窒a 

26ps/7500rpm/2.5kg-nV6000rpm 
215kg 

燃巧 
点义ちが/お苗)ちま 

39km/l (60km/h定地走行巧） 
フルトラ/セルフ — 

タンク容量/オイル容量‘13.05/1.56 
ミッションおま 
サスペンション前パを 
ブレーキ前/後 

無段 
正立テレスコビック/スイングアーム 
シングルディスク/シングルディスク 

タイヤ前/を 120/80-14/150/70-13 
フレームおま バイブアンダーボーン 

全長： 2270mm 

全幅： 810mm 
シート奋： 710mm 
巧あ地上葛：125mm 
ホイールべース：1585mm 
巧小回お半径： 2.7m 

Vecstarl50 
ヴエクスター1班 

Color Variation 

Mフっンhムフラックタタリック 
■■1年rンディyノマレッド 
Hiキャンディナボレオンフ,レー 

戶 rice 

ti[色犯■弧!!1 35方700円 
巧乂シミュレーシヨン 

車両本が価格 33万4000円 
お宝を録手規き巧巧手な巧1万7000円 
拍まを供お 1刀7000円 
税込みほ％)さitをお 38万6400円 

ま量巧：巧回のみ） 
自お*なお料(37ヶ月'. 

6300円 
子2080円 

I画ITだI 40万4780円 

コンパクトボディでもタンデム走巧OK 
使いやずさ抜群のコミューター 
106kgの軽量ボディに152CC空をエンジンを塔載。最高出力は 

13psと控えめだが、車両重量が軽量であるため、キビキビし 

た走りを披露。シティユースに最適なサイズながら高速道路 

の走斤もできる才ールマイティさが魅力。収納スぺースはシー 

卜下だけではなくフロントにも巧意。 

Specifications __ — 
エンジン形ま 空冷4ストSOHC2バルブが気巧 
探ち量/ポアXストローク152cc/57.5mmX58.6mm 
圧巧幸 

出力/«大トルク 
車面ち量 
が貧 
お义方ま/始動方が 
タンクさ量/オイル容« 

106kg (お读） 
44.5km/e (60km/h定巧走行巧） 
CDI/セルフ 
8.0 6/0.8 2 

ミッション形ま お段 
サスペンション前パ妾 
ブレーキ前/巧 

正立:テレスコビック/ユニットスイング 
シングルディスク/りーディングトレーリング 

タイヤ前/後 3.50-10/3.50-10 
フレーム巧さま アンダーポーン 

全兵：1920mm 

全幅： 685mm 
シートな： 760mm 
巧低地上岳：120mm 
ホイールべース：1300mm 
巧小回お半径：1.9m 
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ELIMINATOR 
ェUミネーター 

Color Variation 

シティコミューターの巧いやずさと 
クJレ-ザ—フオルムの魅力を融合 

I メタUックコメットブラック 
Iキrンディパーシモンレッド 

Price 

[sm■な iL!;134万5450円 
巧义シミユレーシヨン 

車両本化価格 32方9000円 
おを登巧手括き巧巧手な料 目000円 
がま拴巧巧 7000円 
我込み巧％)き計をお 35巧9100円 

をa税 -円 
自睹黄お换ネ斗(24ヶ月） 8790円 

1抽祖!:ぶ136万7890円 

フラットなトルク特性を持つ124CC空ち単気筒エンジンを搭載 

するコンパクトクルーザー。ミラーやマフラーをメッキであし 

らうことで、質感も富く、125CCクラスを感じさせないC取り 

回しもよく、使い勝手に優れ、コミューターとしての資質も十 

分備えている。 

Specifications 
エンジンお式 空冷4ストSOHC2バルブ単気巧 
排気a/ボアXストローク124cc/55-0mmX52.4mm 
圧縮率 9.6:1 
あ离出力/巧大トルク7.3が朗OOrpm/0.81時-m—OOOOrpm 
車両重置 132kg (を巧） 
燃資 —km/e (60km/hを地走行イ直） 
点义方ま/始お方ま CDI/セルフ 

Size 

施 
タンク容量/オイル容量 
ミッションお式 
サスペンション前,'を 
ブレーキ前/巧 
タイヤ前/巧 
フレームおホ 

13.02八40 
5段 
正なテレスコビック/スイングアーム 

90/90-17/130/90-15 
ダブルクレードル 

全傷： 780mm 
シート高： 680mm 
巧な地上寫：155mm 
ホイールべース：1470mm 
巧小回お半理： 2.5m 

MAGNA50 
7グナ50 

Price 

mi細!!北] 31万ち000円 
巧入シミュレーシヨン 

車両本化価巧 30巧巧 
おを登巧手持き代行手な料 60卵円 
巧車を巧料 7000円 
拱込み(5%)合計をお 32巧8650円 

重量巧 一円 
きお資巧検料(24ヶ月） 8790円 

I.圏里!-別33万7440円 

を‘*一 

原がクラスを感じさないフオルム 
クラス惟一の本格派アメリカン 
ジャズの後継モデルと登場してli/来、原がクラス唯一のアメ 

リカンスタイルで若者を人気のモデル。ガンファイターシート 

やメガホンマフラー、エンジンはハブ仕上げをカバーが備わる 

など雰圃気も十分で、原イ寸モデルといても本格的なつくりが 

なされている。 

Specifications 
エンジン形ま 
排気量/ボアXストローク 
圧縮率 
巧窩巧力/巧大トルク 
車両重S 
がが 

空冷4ストSOHG2/りレブを気巧 
49cc/39.0mmX41.4mm 
10.0:1 
3.9ps/8000rpm/0.38kg-m/6000rpm 
87kg徹巧） 
105km/fi (30km/hを化ま巧值） 

病■义方式/始巧方ボ CDI/セルフ 
タンク容量/オイル容麗 8.0C/ -e 
ミッション形式 4段 
サスペンション前/巧 正でテレスコピック/スイングアーム 
ブレーキ前/後 シンプルテイスク/リ-デイングトレ-リンブ 
タイヤ前/を 80/100-16/4.50-12 
フレーム巧さま ダブルクレードル 

Size 

を長：1960mm 

か’...^:、. 945 
、! • .V，」mrn 

を精： 760mm 
シート奋： 635mm 
をあ地上富：165mm 
ホイールべース：1320mm 
巧小回紀半径： 2.3m 

KSR110 
ルさくてもつくりは本物指向ミニモタード 
AT巧許でも楽しめるスポーツモデル 
倒立まフロントフォークに前/をディスクブレーキ、クラッチ 

操作不要の自動遠,レクラッチ式ボトムニユートラル4速リター 

ンミッションなどの本格的なメカニズムを搭載。 12インチの口 

-ドタイヤによりスモーティな走りを披露。遊び'レ溢れるミニ 

も夕ードモデルだ。 

Specifications 
エンジンおホ 
採ち量/ボアXストローク 
圧縮を ■ 
巧高出力/巧大トルク 
車両里巧 
が费 
点义方式/おお!方が 
タンク容量/オイル容# 
ミッション形ま 
サスペンション前/後 
ブレーキ前/巧 
タイヤ前/巧 
フレーム形ま 

空冷4ストSOHC2バルブ単気宿 
111 cc/53.0mmX 50.6mm 
9.5:1 
8.4ps/8500rpm/0.83kg-m/6500rpm 
84kg 俄巧） __ 
—km/e (60km/h定地走巧化） 
CDI/キック 
7.3B/1.1C 

4段 ■ 
倒なテレスコピ7ク/スイングアーム 
シングルデイスク/シングルディ文ク 
100/90-12/100/90-12 
バイプバックボーン 

を幅： 705mm 
シート忌： 750mm 
巧低地上忌： 225mm 
ホイールべース：1165mm 
巧小回お半径：—m 

62 

XR100 Motard 
xm 00モタード 

Price 

31万8150円 
货乂シミュレーション 

車両本か価格 30乃3000円 
檢ま涅な手おき巧巧手を料 6000円 
巧まを巧料 7000円 
巧込み（5%)合計を巧 33万1800円 

ま量が 一円 
自賠寅イ呆おす斗（24ヶ月1 8790円 

識旧擺, 34万590円 

エイブ！ 00をベースにしたモタード仕様 
よりスポーティにチューンアツブ 
エイブ50をベースにフロントバイザーとサイドカバーを装着 

し、人気のモタードスタイルを演出。トルクフルな99CC空冷 

エンジンと5速ミッシヨンにより、アクティブな走りが楽しめ 

る。アップタイプマフラーや前/後ディスクブレーキにするな 

ど、ェイプべースは感じられない。 

Specifications 
エンジンお式 を冷4ストSOHC2バルブ単ち衍 
巧気里/ボアXストローク99cc/53.0mmX45.0mm 
圧縮を 9.4:1 

燃巧 
点义方ま/始動方式 
タンク容里/オイル容量 
ミッションおが 
サスペンション前/が 
プレーキ前/巧 

6かが8000rpm/0.67kg.m/60的 rpm 
86kg 
53.2km/e (60km/hを地走巧值J 
CDI/キック 

5段 
正立テレスコビック/スイングアーム 

‘シンブルディスク/シンブルディスク 
タイヤ前/巧 120/80-12/120/80-12 
フレーム巧さま ダイヤモンド 

Size 

を長：1始Omm 

全お： 765mm 
シート珪： 7凯mm 
るあ化上富：175mm 
ホイールべース：1240mm 
巧小回お半径： 2.1m 



Ape100 シンプルなび5個性的あるフオルム 
デザインセンスび光る1台だ 
エイプ50と共通のボディにXR100に搭載された空をエンジン 

を搭載。ロングシートの装着によりタンデムも可能だ。逞しさ 

を感じさせるブロックバターンのタイヤやすっきりした上じ視 

認性抜群のへッドライトー体ホメ ーターなど才ーソド.ソクスな 

がらキュートなルックスも魅力的。 

Specifications 
エンジンお式 
拚気量/ボアXストローク 
圧痛を 
巧高出力/巧大トルク 
を重量 
お費 
お义方式/始動方ま 
タンクを■/オイルを量 
ミツシヨン形ま 
サスペンション前/巧 
ブレーキ前/後 
タイヤ前/;を 
フレームおが 

空冷4ストS0HC2バルブ単気巧 
99cc/53.0mm X 45.0mm 
9.4:1 
6.3ps/8000rpm/0.67kg-m/6000rpm 
90kg 
55.0km/e (60km/hをi也走行植） 
CDI/キック 
5.5fi/ C 
臘 

120/80-12/120/80-12 
ダイヤモンド 

XR50 Motard 
：)モタード 

H ラック 

Price 

t細ム巧!凹25万5150円 
巧乂シミュレーシヨン 

車両本か価格 24万3000円 
巧を登な手おき巧巧手巧お 1 6000円 
がま巧が巧 7000円 
巧込み(5%)さ計を額 26巧朗00円 

を量が —円 
自疫貢巧おお(24ヶ月.！ 8790円 

1 山!!田 L! !J 27万7590円 

巧責分譲りのクールなスタイリング 
原巧モデルといえど雰團気は十分 
フロントバイザーにタンクシユラウド、アップタイプマフラー 

でスーパーモタードのイメージを創造。軽量かつ高い剛性を誇 

るダイアモンドフレームじロングスングアームを装着そし、直 

進安定性の向上とスポーティな乗り味を提供する。エンジン 

は信頼性の高い空冷0HCを搭載。 

Specifications 
エンジン形ホ 
巧ま量/ボアXストローク 

を冷4ストSOHC2バルブ単気巧 
49cc/42.0mmX 35.6mm 

圧痛を 9.2:1 
最巧出力/这大トルク 3.3ps/8000rpm/0.33kg-m/5000rpm 
圭両重a — 83kg 
お資 86.0km/C。〇kmホ定地を巧イ追） 
お义方ま/始動方式 CDI/キック 
タンク容*/オイル容量 5.75/-e 
ミッション形ま . 5段 
サスペンション前/後 正立テレスコピック/スイングアーム 
ブレーキ前/巧 シングルディスク/シングルディスク 
タイヤ前/巧 120/80-12/120/80-12 
フレームおま ダイヤモンド 

Size 

全長：1785mm 

全福： 765mm 
シートま： 750mm 
巧低;地上寓：175mm 
ホイールべース；1235mm 
巧小回お半径； 2.1m 

ApeSO 
エイブ50 

Color Variation 

Hi.;-ヴイra卜 
Hブラフアイトフラック 
CIZ3フラシカルホワイト 

Price 

1細础!i'l 26万2500円 
巧乂シミュレーシヨン 

車両本が価格 25巧円 
おを登録手巧き巧巧手巧料 6000巧 

7000円 巧まをが巧 
お込み巧％)を計をお 27万6150円 

ま量税 —円 
自賠黄なおおに4ヶ巧； 8790円 

，リリ!1…。., 28万4940円 

PGM-FI&触媒装置の装着により 
燃費ち向上し、環境性能を高める 
49CC空をOHCエンジンに、PGM-円&触媒装置の装着により、 

平成18年国内二輪車排出ガス規制に適合。また30km/hを地 

走行テスト値では脅威の93.0km/eを達成。力強い走りと優れ 

た燃費性能を高々元で両立させた。また鮮やかなリバーサイ 

ドブルーが新色が追加となった。 

Specifications 
エンジン形式 
辨気董/ボアXストローク 

空冷4ストSOHC2バルブ単気巧 
49cc/42.0mmX35.6mm 

圧拖事 
巧富出力/ま大トルク 
車両まa 
が费__ 
点义方式/始動ちま 

9.2:1 
37ps/8000rpm/0.37kg-m/6000rpm 
84kg 
93.0km/e (30kmホを地を行化） 
CDI/キック 

タンク容量/オイル容« ■ 5.5 e/-e 
ミッション巧さま . 5段 
サスペンション前パを 正立テレスコピック/スイングアーム 
ブレーキ前/巧 :トディンブトいリンク’/リ-ティングトレ-リンク 
タイヤ前/巧 120/80-12/120/80-12 
フレーム形ま ダイヤモンド 

Size 

全長：1710mm 

全语： 770mm 
シート奋： 715mm 
巧低巧上畜；155mm 
ホイールべース：1185mm 
を小回ち半径：1.9m 

ギアチェンジ操作が楽しめる5速ミッション 

じより、才ートバイらしい走る歓びが感じら 

れるエイブに、前/後ディスクブレーキを装 

備し、スポーティさをアップ。クランクケー 

スは精梓なマ‘ソ トグレーを採用。 

Specifications 
エンジンおが 空冷4ストSOHC2バルブ単気巧 
拼気* 99CC 
巧岳出力 6.3ps/8000rpm 
巧大トルク 0.67k日-m做)OOrpm 
車両奎88kg 
.ミシ弓ンおが_ 

iimぶ口:30万9750円 

タイプDでは、前/を油圧式ディスクブレーSpecifications 

—ツ仕様。スタンダードモデルには設定され虽离出力 3みジ朋OOrpm 

ないツートンカラーもラインアップ。斬新な巧大占ルク. 0.37kg-m/6000rpm 

ストライプが個性を高める。 ミッションぉ丈• 5段g 

ApeSO Tyoe D 
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GORILLA 
ゴリラ ワイルド&クールなイメージが持ち味 

す動の人気を持つレジャーパイクの名車 

Price — 

lliiaLぶ!!',別21万5250円 

巧乂シミュレーション 

車両本化価巧 20巧5000円 
おを夏:お手技きけ巧手巧料 6000巧 
巧幸整巧お 7000円 
巧込み巧％)合針を巧 22万如00円 

をS巧 一円 
自賠貴イ呆埃料(24ヶ月） 8790円 

nnsBir.ii22万8950円 

モンキーと並び、レジャーバイクとして不動の人気を持つ原付 

モデル。持ち前のコンパクトボディに粘り強さと経'る性に富ん 

だ4スト50CCエンジンを搭載。ロングセラーモデルとしてこれ 

までもをくのファンに愛され続けてきた。眺めているだけでも 

楽しいワイルドなフオルムが©c 

Specifications _ 
エンジン巧さま を冷4ストS0HC2バルブ単ち巧 
がま ボア)^スト ローク49cc/39.0mmX41.4mm 
圧搞率 10.0:1 
巧寓出力/II大トルク3.1 ps/7500rpm/0.32kg-m/6000rpm 
乾读重量_ 62呜 
が拽 如.Okm/e (30km/h定巧走行テストttJ 
ぶ义方ま/始動方ま CDI/キック 

9.0 6 /— e 
_：4§； 

タンク容量/オイル容量 
ミッションお式 
サスペンション前/巧 テレスコビッ 
ブレーキ前/巧 り-引ンブト!/-リンブ/リ- 
タ イ ヤ前/巧 3.50-8/3.50-8 
フレームがま バックボーン 

/ク/スイング’ 
Iパ/リ-デ1’ンヴトレ 石-リバ- 

Size 

全幅： 625mm 
シート离：日60mm 
巧あ地上畜：150mm 
ホイールべース： 895mm 
巧小回巧半径：1.4m 

MONKEY 
モンキー 30年ぶりにフルモデルチェンジを敢行 

さ5に魅力を増したレジヤーバイク 

■它イシエ化ホイトフ化r 

Price 

眶巧誦28万9800円 

巧乂シミュレーション 

ま巧本が価格 27万6000円 
榜を登お手続きけ巧を巧お \ 6000円 
巧車を巧巧 7000円 
巧込み巧％)合封•を巧 30万3450円 

ま量税 -円 
自賠資巧おお(24ヶ巧） 8790円 

1壓翩31万2240円 

1967年の発売む来、ロングセラーを続けてきた人気モデルが 

ついじフルモデルチェンジを敢行。その小柄で愛らしいスタイ 

リングを踏契しながら、燃料タンク、シート、サイドカバーの 

デザインを一新。パワーユニットには優れた環境性能と力強 

い走りを実現する4ストエンジンの搭載する。 

Specifications Size 

MONKEY Limited 
モンキー•リミテッド 

Color Variation 

Price 

瞧細。'-" 30万9750円 

巧乂シミュレーシヨン 

を両本体価お 2目乃5000円 
お査登:な手巧き巧巧手なお \ 目000円 
がま握が料 7000円 
巧込みほ％)を計を巧 32巧3400円 

重量拱 一円 
自賠*保険巧(24ヶ月） 87如円 

iin!!igin!：i 33万2190円 

フユーエルタンクに専用色を採巧 
質感の高い装備を持つ限定仕様 
30年ぶりにフルモデルチェンジをまたしたモンキ-のリミテッ 

ドバージョン。基本スペックこそべースモデルとをわらないが、 

フユーエルタンクにはモンツァレッドとデジタルシルバーメタ 

リックのツートンカラーを採用。シート、サイドカバーにも質 

感の高い専用装備が使用されている。 

Specifications Size 
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GS50 
GS50  

Color Variation 

ログラススフラッシュ布ワイト 
^ソリッドブラック 

Price 

1 祖細!!.!;., 20万8950円 

麻乂シミュレーシヨン 

車両本化価格 19万9000円 
按查登録手おき巧巧手巧お [ 6000円 
がまを巧巧 7000円 
巧込みほ％)合計を巧 22巧2600円 

叢9税 一円 
自賠黄巧除料(24ヶ巧） 8790円 

uuiiiaお山! 23万1390円 

ビッグバイクにも負けなし府在感 
操る楽しさが詰まつた本格がマシン 
低回転からも扱いやすい、メッキシリンダーを採用した空冷4 

ストエンジンを搭載。コンパクトな車体にスポーツマインドが 

詰め込まれた本格派の50CCモデルだ。その走りも去ることな 

がら、極太マフラーやトラディショナルなリアサスペンション 

などルックス面も本格的だ。 



Spacy125 

■■ピュアフラック 
フオースシルバ-—メタリック 

口 J卜Jに心シェルホワイト 

Price 

I:で‘巧3ゴぉ或34万6500円 

巧乂シミュレーシヨン 

車両本が価お 33万円 
おま登録手扬き巧朽ホ巧お 6000円 
巧ま拴巧お 7000円 
お込みほ％ >合計を巧 36万150円 

$量お 一円 
自お責保おお(24ヶ月） 8790円 

tujiiaiiri 36万8940円 

1^お燃費性能のクリーン4エンジンを搭載 
パワスレでゆとり溢れる走りを楽しむ 
ゆったりとした走りを実現する124CC空を4ストエンジン搭載 

モデル。走行の安をせを高めるアンチノーズダイブ機構を採 

用したフロントサスペンションや左の後輪ブレーキレバーを握 

るだけで、同時に前輪にも程良く制動力がかかる「コンビブレ 

-キ」の搭載など、安全面でも優れた性能を発揮するモデルだC 

Soecifications 
エンタ>あ式一 
^量/ボアXストローク 

空冷4ミトSOHCS/yレブ単気巧 
124cc/52.4mmX 57.8mm 

圧泣を 
«高出力/«大トルクI 
ま南' 
が貧 
点义方ま/おが方ま 
タンク容量/オイル容* 

: 9.5:1 
10.Ops/7500rpm/1 .Okg-m/6500rpm 

■106咕（乾燥） 
' 43.0km/fi (60km/h定地圭行宿） 
1 GDI/七ルフ 
■ 6,56/—e 

ミッションおま :ぉ段 
サスペンション前/?を 
ブレーキ前バを 
タイヤ前/後 

ボトムリンク/ユニットスイング 
[シングルディスク/リ-ディンブトいリンブ 
i 90/100-10/90/100-10 

フレームおま Iアンダーボーン 

窃ze 

全短： 685mm 
シート高： 745mm 
ち低地上萬：120mm 
ホイールべース：1215mm 
巧小回お半径：1.9m 

CYGNUS-X (円) 
シグナスX (円） 

Color Variation 

[=1ホワイトメタ1^ック1 
シルバー3 

^ブラックメタUツクX 

Price 

1側ム巧!■0 32万5500円 

巧入シミュレーシヨン 

車両本が価格 31万円 
挺杏をお手持き巧行手を巧 6000円 
巧をを巧お 7000円 
巧込みほ％)さ討を巧 33巧9150円 

重量お -円 
自賠責保おお(24ヶ月） 8790円 

，塑，が!!-, 34万7940円 

軽快な走りが楽しめる4 ノ gレブエンジン 
快適な乗りむ地を生む数々の装備を搭載 
フユーエルインジ；tクション採用の124CCエンジンは、低速か 

ら高速まで実に滑らかで気持ちのをい加速感をはわえる。そ 

して、ストロークの長いサスやシートクッション厚の変更じよ 

る快適な乗り屯、化。トリップメーター、燃料計などを統さし 

たLCDデジタルメーターの採用など、快適装備も充実。 

Specifics 呵 S 
エン歹ンおま ，空冷4ストSOHC4バルブをち巧 
巧ち量/ボアXストローク^124cc/52.4mmX57.9mm 
圧結を _ I 9.5:1 
ホ琴当力/Hをトル11pが8500rpm/0.93kg-m/7500rpm 
車両ま量 "122kg 
が巧 ； 40km/fi (60km/h定地走巧巧） 
点义方式/お助方式 TCI/セルフ、キック 
タンク容量/オイル容蛋 7.16/0.956 
ミッションおま 
サスペンション前/後 
ブレーキ前/巧 
夕1：けがを 
フレームおま 

を盾： 685mm 
シート高： 785mm 
お宿:巧上高：110mm 
ホイールべース：1295mm 
巧小固お半径：1.9m 

CYGNUS-X SR (FI) 
シグナスXSR【円） 

Color Variation 

■■ピビッドレッドメタUック5 
■フラックメタ！JックX 

Price 

L逛ssuiJ 33万750円 

巧乂シミュレーション 

巧巧本が価巧 31巧凯00円 
お査をな手巧き巧斤手をお 6000円 
巧巧お備お 7000円 
税込み(5%)さ計を巧 34万4400円 

重量稅 一円 
自賠黃巧検ネ斗に4ヶ月） 8790円 

Uiiinsnjj 35万3190円 

AMAHA 

専用カラーでスポーティさをアピール 
ボディカラーは2タイプをラインアップ 

シグナスXのカスタムバージョン。特徴はフロントフォークと 

ホイールが前後ともブラックであること、フロントブレーキの 

キャリパーと3段階のイニシャル調整機構を持つリアサスのス 

プリングがともに同じレッドカラーが採用されていることだ。 

スポーティな走りを演出する特別仕様に仕上がっている。 

Specifications 
エンジンおま 1 [■ま冷4ストSOHC4バルブ举気巧 
ホ気量/ボアXストローク1 
圧酷 
巧を出力/«大トルク1 
車両まJI 1 

1 124cc/52.4mmX57.9mm 
9.5:1 
11 ps/'8500rpm/0.93kg-m/7500rpm 
122kg 

が《 1 
点义方ま/おお方式 
タンク容傲/オイル容g 1 

40km/C侃)km/h定i也走巧巧） 
了〇/セルフ、キック 
7.16/0.95 e 

ミッションおが ! 
サスペンションお/後! 
ブレーキ前/巧 i 
タイヤ前/巧 
フレームおま 

無段 
正立テレスコピック/ユニソトスイング 
シングルディスク/リ—ディングトレ—リング 
110/70-12/120/70-12 
パイプバックボーン 

Size _ 

全長：1855mm 

。3〇 

を盾：目85mm 
シート窝： 785mm 
巧低化上寓：110mm 
ホイールべース：1295mm 
愚小回お半径：1.9m 

メッキシリンダーを搭載した4スト4バルブSpecifications 

エンジンは、耐磨耗性、耐久性にも優れ、高ンぉを-菩三スを。HP4バルブ単ま 

ぃ静肃性能も発揮。また、オイル消費率の南吾虫す— 10雌78500中m 

軽減など、軽快な走りとともに環境への配こク 0-94kg-m/7500rpm 
-.一 - 車両き董 119怕 

慮もぞ义りれ〔い々。 ミッションお式1> 段 

よりスポーツ性が高められたシグナスXの上 

級モデル。3段階アジャスタ付きリアサス 

ペンションをはじめ、ツートンカラー&専用 

グラフィックを採用。スポーツマインドかき 

立てるルックスが魅力。 

Specifications 
エンジンお式 
排気量 

:空冷4ストS0HC4バルブ単気巧 
[124CC — —- 

巧恵出力 1 10.6p が8500rpm 
巧大トルク 
を巧歪， 1 

0.94kg-m/7500rpm 
i 119kg 

ミッションおま1 あ段 65 



Address VI25G 
アドレスV125G 

Color Variation 

w かiijygw 
コンパクトなボディに備わるパワーが魅力 
軽快さにパワーをブラスした高機能モデル 

I~I パ- 
^つ: 

ラスホワイトNa2 アンh■ムブラツクメタリツクNa2 
キrンデイソノ7レツ问^)(12 
ででンデイカフUフ 
ソニックシJレバーメタリック 

Price 

rMji；巧!'ii.i 25万7250円 
購入シミュレーシヨン 

車両东巧価格 24巧5000円 
格$登録手おき巧巧手巧す斗 6000円 
巧まを巧料 7000円 
お込み(5%)含計を巧 27方900円 

をSfを —円 
白賠貴巧おお(24ヶ巧） 8790円 

EB里1 27万9690円 

Address V125G Limited 

Price 

Esmaa 27万8250円 
巧乂シミュレーシヨン 

ま兩本が価巧 26巧5000巧 
榜査登な手技き巧巧手巧お 6000円 
巧車おお巧 7000円 
稅这み(5%)合訂をお 29万1900円 

ま量巧 一円 
自赔黄保険巧（24ク巧） 8790円 

面B刖 30万690円 

電子制御フユーエルインジェクションを採用した124CCSOHC 

エンジンを搭載。キビキビとした走りをすえるテレスコピック 

サス&ディスクブレーキを採用、走りのエッセンスが随巧に見 

られる小型スクーターだ。エコバッグなどを引っ掛けることも 

出来る大型のフロントインナーポケットなどの装備も充実二 

Specifications 
エンジンおが 
拚気里/ボアXストローク 
圧摇を 
を窩出力/巧大トルク 
車两重《 
热i資 
点义方巧/おか方ま 
タンク容■/オイル容« 
ミッションおま 
サスペンション前/巧 
ブレーキ前/後 

ま;令4ストSOHC2バルブ単気巧 
1呂4cc/53.5mmX55.2mm 
9.6:1 
9.9ps/7500rpm/1.0kg-m/6000rpm 
98kg 
52.0km/e f60km/hを地走行巧） 
フルトラ/セルフ，キック 
6.06/1.1 e 
無段 
正立テレスコビック/ユニットスイング 

タイヤ前/後 90/90-10/100/90-10 
フレーム形ホ アンダーボーン 

Size 

全長：1750mm 

全お： 635mm 
シート葛： 740mm 
巧低化上畜：1如mm 
ホイールべース：1235mm 
最小回お半径：1.8m 

グリッブヒーター&シートヒーター 
寒さに負けないホットな快適装備を満載 
VI25Gにをの走行に快適な装備を装着したリミテッドが登場。 

過熱を防ぐ自動温度制御装置を採用したシートヒーター搭載。 

グローブをしたままでも操作しやすい大型ボタン採用のグリッ 

プヒーターは、5段階というきめ細かな温度調舊が可能だ。加 

えて、高い暴風効果を発揮するナックルバイザーも装備. 

Specifications 
エンジンおが 空冷4ストS0HC2バルブ単気巧 
巧ち«/ボアXストローク124cc/53.5mmX55.2mm 
圧縮を 9.6:1 
巧高出力/巧大トルク 9.9ps/7500rpm/1.0kg-m/6000rpm 
車両重Jt 1加kg 
がが 52.0km/e (SOkrrVhを地走行巧） 
点义方ま/始ぉ方ま 'フルトラ/セルフ、キック 
タンク容量/オイルを量 . 6.05/1.1 C 
ミッションおま .無段 
サスペンション前バを 正立テレスコピ7ク/ユニットスインブ 
プレーキ前/巧 シンブルテ’イスク/‘リーデイングトレーリング 
タイヤ前/後 目0/90-10/100/90.10 
フレーム巧さま アンダーボーン 

Size 

全長：1750mm 

全指： 720mm 
シート高： 750mm 
巧化地上ち：120mm 
ホイールべース：1235mm 
お小回お半径：1.8m 

LEAD 
りード 

Color Variation 

cm 

ブレイシンクスト•メタリック 
アド/。スドすレンジタタゾジク 
パールシ巧ワイト 
ボスグレーメタリック 
ブラック 
オニキスフJb-メタリック 

Price 

匿;fimi27万3000円 
抽入シミュレーシヨン 

車両本が価な 泌万円 
格查畳録手なま代巧手巧巧 6000円 
納ま拴備巧 70邮円 
税込み巧％)さ計を巧 28万6650円 

重量巧 一円 
自賠黄な除巧(24ヶ月） 8790円 

I 删BU Q 29万5440円 

タウンユースで活躍ずる余裕の走りと 
クラス最大のゆとりある収納力が魅力 
発進、加速せ能に優れた富出力の水を4ストェンジンを搭載し 

た小型スクーター。エンジン設計や燃料タンクの巧下配置に 

よりクラス最大の35 Cの容量を誇るシート下のラゲージボッ 

クスを確イ呆。フルフェイスヘルメットからB4サイブのバッグま 

で収納可能だ。走り、収納力ともに余裕の快適さを誇る。 

Specifications 
エンジン巧さ式 
棘気量/ボアXストローク 
圧縮率 
最高出力/巧大トルク 
車両重巧 
誠 
点乂方ま/始動方ま 
タンク容4/オイル容量 
ミッション形式 
サスペンション前パを 
ブレーキ前/巧 
タイヤ前/?を 
フレームおが 

水冷4ストSOHC2バルブ単気巧 
107cc/50.0mmX 55.0mm 
11.0:1 
9.0ps/7500rpm/0.95kg-m^6250rpm 
114kg 
加.Okm/e (60km/hを地走行馆:i 
フルトラ/セルフ 
6.5S/—e 
無段 
正立テレスコピソク/ユニ.:'トスイング 
シングルティスク/Iトティンクトレ-リング 
90巧0-12/100/90-10 
アンダーボーン — 

全倍： 665mm 
シートち： 740mm 
巧做也上萬：105mm 
ホイールべース：1275mm 
巧小回お半径：1.9m 

Spacyl00 

Color Variation 

i=iバーレホワイト 
1=1コスミックシJW卜•メタリック 
^フラック 
圓.’卜|レトンイエ□- 

№1 む::巧?m 21万円 
麻乂シミュレーシヨン 

車両本巧価格 20方円 
横をきな手綻き代巧手巧お 6000円 
巧ををが料 7000円 
税込みほ％)さ計を巧 000万0加0円 

ま里税 -円 
自賠黄なお料(24ヶ月） 8790円 

■画ふ! !；, 23万2440円 

がパワフルでスムーズな加速& 
クリーンで低燃費のエンジンが魅力 
空冷4スH02CCのエンジンは低燃費せ能に優れ、リッター当 

たりの走行距離が40km/eにも及ぶ。満タンでの航続距離は実 

に260kmという驚きの教値。また、安定した乗りも地をもた 

らす足まわりや足つき性のよい730mmの低シート高、大人ふ 

たりがゆったりと座れる大型のシートなども裝備されている。 

Specifications 
エンジン巧さま 
挤黄量/ボアXストローク 
圧お率 
巧若出力/巧大トルク 
車两重ち 
お巧 
点义ちま/おお方式 
タンク容8/オイル容董 
ミッシヨン巧さま 
サスペンション前/後 
ブレーキ前/巧 
タイャ前パを 
フレームお巧 

空冷4ストSOHC2バルブ単気が 
102cc/50.0mm X 52.0mm 
9.0:1 
7.1 ps.7500rpm/0.8kg-nv5000rpm 
101kg 
45km/2化Okm/h定がま巧巧） 
CDl/セルフ，キック 
6-56/—S 
お段 
正なテレスコピ7ク/ユニットスインブ 

90/90-12/100巧0-10 
アンダーボーン 

Size 

全長：1795mm 

全幅； 680mm 
シート岳： 730mm 
巧低化上萬：125mm 
ホイールべース：1235mm 
巧小国お半理：1.9m 
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GRAND Axis 100 
グランドアクシス100 

コニ：1—K—ルホワイト 

Price 

圆•なLU18万7950円 
巧入シミュレーション 

車两本巧栖格 17巧9000円 
検査登録手持き巧巧手を巧 6000円 
巧車整«料 70助)巧 
巧込み巧％)をItをお 20巧1600円 

重量巧 一円 
自お貴なお巧(24ヶ月' 8790円 

t地！]。ぶ!でI 21万390円 

ピスタイリッシュなイメージを裏切5ない 
鋭い加速感と/のフルな走りを披露 
クランク室リードバルブま空を2ストエンジンを搭載したグラ 

ンドアクシス。黒のホイールとともに、ブラックアウトされた 

フロントフォークアウクーチューブとブレーキキャリパーがボ 

ディデザインの特徴。1275mmのホイールべースと前後12イン 

チの大径タイヤによって、優れた走行をを性生み出される； 

Specifications 
エンジンおが 
巧気*/ボアXストローク 
圧結率 
巧高出力/巧大トルク 
車両重置 
が巧 
点义方ま/始動ちま 
タンク容量/オイル容量 
ミッション形ま 
サスペンション前/巧 
ブレーキ前/巧 
タイヤ顏 
フレーム形ま 

空冷2ストクランク室リードバルブお気巧 
101 cc/52.0mmX47.6mm 
6.0:1 
1邸 S/7000rpm/1.1咕nV6000rpm 
95kg 
39km/e (60km/h定地走行1を） 
GDI/セルフ、キック 
6.56/1.2 2 
無段 
正立テレスコピック/ユニ.占トスイング 
シングルディスク/リ-デイングトレ-リンク- 
り 0/70-12/120/70.12 

Size 

全長：1850mm 

全括： 680mm 
シート萬： 745mm 
面ほ巧上寓：110mm 
ホイールべース：1275mm 
巧小回も半径： 2.0m 

CREA SCOOPY 
クレアスクーピー 

Color Variation 

muビーチピンクブタリツクィシでスタぶフイト 
1=二]シ^スク巧ワイト 
1=1フラシでルホフイト 
EブラジブXペンギンブレー 

戶nee 

I带aム化。319万9500円 

巧乂シミュレーシ3 > 

巧巧本が価宿 19巧円 
玲在登録手括き巧巧宇巧お 6000円 
巧をを巧料 7000円 
お込み(5%)さ計を巧 21巧31如円 

重量税 —円 
自お黄保おお(24ヶ巧’• 8790円 

1.匪主!!‘, 22万1940円 

柔らかな印象をちえる曲線デザインと 
多彩なカラー/ く‘リエーシヨンび魅力 
49CC水冷4ストエンジンはSOHC単気筒エンジンに電子制御燃 

料晴がシステムを搭載したことで、従来モデルよりも燃費が 

向上C静庸性に優れている点も特徴だ。快適装備としてフロ 

ントカウル内•(則にはフックを、ウインカーはプッシュホキャン 

セラーを装備，カラーも多験で4色から選ぶことが可能だ。 

Specifications 
エンジンおま 水冷4ストSOHC2バルブ単気巧 
巧ち量/ボアXストローク49cc/37.8mmX44.0mm 
圧搞率 12.0:1 
巧瑟出力/巧大トルク 4.4ps/'8000rpm/0.41 kg-m/6000rpm 
を巧重* 79kg 
お巧 76,5km/e (30kmホ赴也を巧時） 
点义方ま/始動方ま フルトラ/セルフ、キック 

Size 

全長：1695mm 

タンク容量/オイル容量 4.8 e/— e 
ミッションおま 巧段 
サスペンション前/後 正立テレスコピソブ/ユニットスイング 
ブレーキ前/巧 リ-ディンブル-リング/リ-ディングトいリンヴ 
タイヤ巧/巧 90/90-10/90/90-10 
フレームおま アンダーボーン 

をお： 625mm 
シート畜： 710mm 
ああi也上客：115mm 
ホイールべース：1190mm 
お小回お半径：1.8m 

CREA SCOOPY Deluxe 
クレアスクービー•デラックス 

Color Variation 

Price 

Liiawぶ站ム120方6850円 

巧乂シミュレーシヨン 

ま兩本が価巧 19巧7000円 
诗を登な芋巧き巧巧を致お 6000円 
巧まを巧お 7000円 
巧込み巧％)さ針を巧 22巧500円 

里量稱 一円 
自賠資巧おお(24ヶ月: 0790円 

22万9290円 

ZOOMER 

2色あるボディカラーに合わせて 
ツーIンカラーが還べるシート 
ツートーンカラー2色の車体色設定やツートーンカラーのシー 

卜。そして、メッキ塗装のバックミラーなど、ベーシックモデ 

ルよりもファッシヨナブルなテイストが巧わえるのがこのデラ 

ックスだ。車体色はキャンディフェニックスブルー、チタニウ 

ムメタリックなどやや重厚感を感じるのもデラックスの特徴: 

Specifications 
エンジンおま 
揉気量/ボアXストローク 

水冷4ストSOHC2バルブ単気街 
49cc/37.8mmX44.0mm 

圧巧率 12.0:1 
巧ま出力/宏大トルク 4.4ps/8000rpm/0.41 的-m巧OOOrpm 
車巧重a 79kg 
席資 76.5km/e (30km/hをiをを巧時） 
点义方式/お苗)方式 フルトラ/セルフ、キック 
タンク容量/オイル容* 4.85/—e 
ミッシヨン形ま ぉ段 
サスベンシヨン前/後 正立テレスコピソク/ユニットスインク 
ブレーキ前/後 トティンプル-リンブ/トテ'ンプトレ-じブ 
タイヤおパを 90/90—10/90の0—10 
フレーム形ま アンダーボーン 

窃ze 

全長：1695mm 

全精： 625mm 
シート富： 710mm 
巧低地上春：115mm 
ホイールべース：1190mm 
巧小回おキ経：1.8m 

個性派スタイルのネイキッドスクーター 
新色登場でより個性的に街を乗りこなず 
シート下にフリースぺースとなる"プレイポケット"を設けた 

むきだしのパイプフレーム&リアフェンダーを採用。遊び/レ満 

載のスクーターだ。シャスタホワイト、ブラック、さらにファ 

イアリーオレンジとアウトドアイメージのカムフラージュグリ 

-ンの新色を採用し、より個性際立つ化様となった。 

Specifications 
エンジン形ま 
巧気量/ボアXストローク 
圧巧率 
巧ち出力/巧大トルク 
車両重量 
お巧 
点义方が/姑動方ま 
タンク容量/オイル容里 
ミッシヨン巧さま 
サスペンション前/後 
ブレーキお/巧 
タイヤ前/後 
フレームおま 

水冷4ストSOHC2バルブ単気巧 
49cc/37.8mmX44.0mm 
12.0:1 
4.2ps/8500rpm/0.41 kg-nV5500rpm 
87kg 
75km/fiは0kmか定i也走夏） 
フルトラ/セルフ、キック 
4.8e/-c 
無段 
正ぶテレスコビック/ユニットスイング 
リ-ディンブトレ—リンブ/リ-デfバル-リンブ 
120/90-10/130/90-10 
アンダーポーン _ 

Size 

全長：lB60mm 

を幅： 735mm 
シートま： 735mm 
巧あ化上を；145mm 
ホイールべース：1265mm 
巧小回お半径：1.9m 
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ZOOMER Delux 
ズーマ—.デラックス 

Color Variation 

^ ジュ 
C=1マツトフアームシルバーメタリック 

Price _ 

ムな!北: 24万1500円 

访乂シミュレーション 

車両本か価な 23万円 
お查畳なホ淀き巧巧手な巧 助) 00円 
妍ま度«巧 70册円 
巧込み巧％)を巧を巧 25方51甜円 

3*巧 一円 
自賠黄巧诊巧(24ヶ月） 87如円 

muLiiJ 26万3940円 

デラックスタイプには新色を2色追加 
遊びむをくずぐるスタイルがノた7—アップ 
マットファームシルバーメタリックに加えて、新たにハーベス 

トベージユを追加。シートにはべースのブラックカラーに合わ 

せてボディカラーと同系色のカラーリングを加えたツートーン 

仕様を採用。シート下のフレームもボディと同色のカラーリン 

グを施すことで、よりグレード感を高めたデザインとしている。 

Specifications 
エンジン形ま 水冷4ストSOHC2バルブ単巧巧 
がち*/ボアXストローク 49cc/37.8mmX44.0mm 
圧縮を ■ 
を寓出力/巧大トルク 

12.0:1 
んかが8500rpm/0.41 kg-m/5500rpm 

巧両重幾 87kg 
が費 75km/e (30km/h定地を巧巧） 

フルトラ/セルフ、キック 
4.8 6/—e 

お义方ま/おか方ま 
タンク容量/オイル容量 
ミッションお式 お段 
サスペンション前パを 正立テレスコピック/ユニットスイング 
ブレーキ前/巧 
タイヤ巧/後 

り-ディングトレ-いクントディングトぃリンブ 
120/90—10/130/90-10 

フレーム形ま アンダーボーン 

Size 

を畏：1860mm 

全精： 735mm 
シートお： 735mm 
巧低地上萬：145mm 
ホイールべース：1265mm 
巧小国お半径；1.9m 

Smart • Dio 
スマート•デイオ 

Color Variation 

口 /てールシーシェルホワイト 
■■キザンディールビジウムレッド 
CZZ3フォースシJしノてーメタリック 
mmベガフラックメタUツク 

Price 

P呀1ム巧り;'116万8000円 

巧乂シミュレーション 

ま両本が価格 16万円 
検査登趕手緑き巧巧手巧辛斗 6000円 
巧まをお巧 7000円 
税込み巧％)合計を巧 18万1650円 

を量拱 —円 
自賭責保険料(24ヶ月） 8790円 

1の!111お細 19万440円 

キビキビ走るのに意外なほど低燃費 
静肅性、環境性能にも配慮した優れちの 
コンパクトな水を4スト49CCエンジンを搭載。約75km/2の低 
燃費性能も優れている。さらにこの水冷エンジンはシリンダー 

を水が薄うという設計にし、 エンジン音をソフトじした。フロ 

ントテレスコピック、リアユニットスイングサス&複動まオイ 

ルダンパーの効果でげ適な乗りん、地も実現している。 

Specifications 
エンジン形式 
が気S/ボアXスト□—ク 

水冷4ストSOHC2バルブ単気巧 
49cc/38.0mmX44.0mm 

圧結率 12.0:1 
巧舌出力/巧大トルク 5.0ps/8000rpm/0.47kg-m/7000rpm 
車両重量 
が巧 

71kg (お巧） 
75.0km/fi (SOkrrVhを地走巧を） 

点义方が/おお方ま CDI/セルフ、キック 
タンク容里/オイル容量 5.0 6/—e 
ミッションおま 無段 
サスペンション前/後 
ブレーキ前/巧 

正立テレスコビック/ユニブトスイング 
り-ディングル-リンク•/リ-むングトいリング 

タイヤ前/後 
フレームおま 

90/90—10/90巧0-10 —一 
アンダーボーン 

Size 

を長：1710mm 

全幅： 620mm 
シート萬： 710mm 
巧あiせ上岳：115mm 
ホイールべース：1190mm 
巧小回お半径：1.8m 

Smart • Dio Delux 
スマート•デイオデラックス 

Color Variation 

匯へビ—グレーメタリック 

Price 

1疆■!ぶnm18万9000円 

規乂シミュレーション 

巧両本化価お 18万円 
検蛮登録手巧き巧巧手をお 目000円 
巧車を巧ネ斗 7000円 
税込みほ％)含計を巧 20万2650円 

重量巧 —円 
自賭黃なおが(24ヶ月） 8790巧 

【皿！!imiii21万1440円 

アイドルストップボタン設置の環境モデル 
ボタンひとつでエンジン音をストツプ 
フロントに制動性の高いディスクブレーキを装着したスマート 

ディオのデラックスバージョン。またアイドリングストップボ 

タンを設置することにより、乗る人だけでなく、街に人に環境 

にやさしいスクーターとなっている。カラーリングを高質感の 

ある新色のへビーグレーメタリックのみとしているのも特徴だ。 

Specifications 
エンジンお式 水を4ストSOHC2バルブ単気巧 
排気量/ボアXストローク 49cc/38.0mmX44.0mm 

圧搞李 i 
巧萬出力/巧大トルク 
車両重a 

12.0:1 
5.0ps/8000rpm/0.47kg-m/7000rpm 
72kg游巧） 

が資 75.0km/fi (30km/hを地を巧時） 
お义方ま/お巧方ま CDI/七ルフ、キック 
タンク容董/オイル容量 5.0G/—e 
ミッションおま 一お段' 
サスペンション巧/後 正立テレスコビック/ユニットスイング 
ブレーキ前/巧 シングルディスク/り-ディンク ■トレ-リング 
タイヤ前パを 
フレーム形式 

90/90-10/90/90-10 
アンダーボーン 

Size 

全長：1710mm 

全幅： 620mm 
シート音： 710mm 
巧な地上萬：1巧mm 
ホイールべース：1190mm 
巧小回転半経：1.8m 

Dio 
ディオ 

c=iデジタJレンルパーメタリック 
圍■トルフロキオンブラック 

IモでンデイーJトシツドレツド 

Price 

【:祖とミお!’ぶj15万4350円 

巧乂シミュレーション 

車両本が価巧 14巧7000円 
巧查登録手統き代巧手なお 6000円 
巧車堅がお 7000円 
税込み（5%)さ計を巧 16方抓00円 

宝量お 一円 
自賠黄保おお(24ヶ月） 8790円 

27万6790円 

スムーズな走りと優れた環境性能を両立 
驚を例康燃費性能を誇る方能スクーター 
排気置49CCの空冷4ストSOHC単気筒エンジンを採用。電子制 

御燃料噴射機構を新たに搭載したことで、スムーズな走りと 

ともに30km/h定地走行テスト値で燃費73km/fiを達成。また 

マフラー巧じ触媒装置を装備したことで、平成18年国內二輪 

車排出ガス規制にも適合した環境適合モデルとなっている。 
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Dio Cesta 
デイオチェスタ 

Color Variation 

[Z=lパールコットンアイボリー 
aスピカピンクメタUック 
Mlペル它クスブラウンメタリック 

Price 

に靴LJ注ぉ。J16万1700円 
巧乂シミュレーシヨン 

巧巧本ホ価格 15巧4000巧 
お査登録手抚き巧巧手な巧 6000円 
巧幸を巧料 7000円 
我込みほ％)さ計を巧 17巧53如円 

を量お 一円 
自お黄なおお(24ヶ月） 8790円 

1姐!地巧哥18万4140円 

買い物が楽しくなる大型バスケットを搭載 
同色ボディカラーでフアッシヨン性もアップ 
ディオをベースに、毎日の買い物に便利なき体一体型の大型 

フロントバスケットを採用。24 Cの大容量フロントバスケッ 

卜じは、荷物の巧び出しを防止する便利な口ールがの収納ま 

シャッターを装備。新色となるアイボリーを含め、全色でバス 

ケットのカラーをボディカラーとコ_デイネートしている。 

Specifications 
エンジン巧さ‘‘ 
济気量/ボア： ボアXスト□ーク 
圧巧率 —- 
巧を出力/最大トルク 
を巧ま*_ 
が巧 _ 
点义方ホ/抬巧方式 
タンク容量/オイル容量 
ミッションおま 
サスペンション前パを 
ブレーキ前パ至 
タイヤ前巧を 
フレーム形ホ 

を冷4ストSOHC2バルブが気巧 
f49cc/37.8mmX44.0mm 

P 0.1:1 
4.1 ps/蛇如 rpm/0.38咕m/7500rpm 
84kg _ —. 

173.0km/e (SOkm/hを地を巧Bf) 
tフルトラ/セルフ、キ7ク 
14.6 2/—B 
無段 
正立:テレスコビック/ユニットスイング 

1リイィンク•トレ-リンヴ/リ-もパトいリンだ 
80/100-10/80/100-10 
アンダーボーン 

Size 

全長：1720mm 

全恒； 630mm 
シート高：的0mm 
巧なi也上宮：110mm 
ホイールべース：1180mm 
お小回お半理：1.8m 

A 
カジュアルなスタイルと足として使える 
機能性を高;夕元に融合した原付バイク 
丸みを強調したボディデザイン、豊富なカラーバリエーション 

が用意されたスタイリッシュなモデル。シリウスブルーメタり 

ック、キャンディープレイブオレンジ、オリオンイエローなど、 

カラーは全8色用意。電子制御燃料噴が機構を狭倫した環巧 

性能に優れるエンジンにより、燃費、始動性能も向上。 

よりスタイリッシュに街を駆け抜ける 
細部にわたり専用のカスタムを実施 
2008年に追加ラインアップされたトウデイ• F。「Fashionable」 

頭で字をネーミングにていたカスタムモデルだ。ボディカラー 

を 4 色設をし、 それぞれにブラッシュグレーのレッグシールド 

を採用。シートもツートーンカラーとするなど、細部にわたっ 

て質感を高めたおしゃれなスタイリングが与えられている。 

Specifications 
エンジンおま… 弯冷4スト弓OHC2バとブ単琴巧 
稱ち量/ボアXストローク 49cc/37.8mmX44.0mm 
圧巧を 
最ま出力/&大トルク 
を兩を■ 

全長：1695mm 

ミ7^3ン形ま 
サスぺをヨン前/後 
ストこキ前/巧 
タイヤ養 
フレーム形ま 

4.6 6/—e 
無段 _ 
正立テレスコビック/ユニットスイング 
リ-ディンブトレ-リンブ/リ-ディンブトいリング 

全幅： 630mm 
シート富： 695mm 
巧低地上高；110mm 
ホイールべース：1180mm 
巧小回お半径：1.8m 

13方4400円 
巧乂シミュレーシヨン 

車面本化価格 12万8000巧 
検査登括手淀き代行手なお 目000円 
巧車整價料 7000円 
撰込み巧％)合計を巧 14万8050円 

—巧 

15万6840円 

Today 

Color Variation 

^アクイラつレ-メタリック 
mmキヴンデイ叫レ-シツドレツド 
圓パーげユアグリーン 
Hバールプ[コキオンブラック 

1蓮smi13万9650円 
巧乂シミュレーシヨン 

ま兩本巧価格 1沉3000巧 
お査登録手抚き代行手な巧 6000円 
拍車控巧お 7000円 
お込み(5%)さ計を巧 15巧3300円 

ま量税 —円 
旨賠責なおお(24ヶ月） 8790円 

t.腦 m‘i16万2090円 

Today • F Special 
トウデイ.Fスペシャル 

Color Variation 

匯。お淵13万96ち0円 
识乂シミュレーション 

を巧本が価格 13巧3000円 
玲董登録手沒き巧巧手巧料 6000円 
巧去を巧お 7000円 
お込み(5%)さ計を巧 15万3300円 

を量巧 一円 
自賠*巧おお(24ヶ月） 8790円 

国W化た116万2090円 

トゥデイの限定モデルとしてラインアップ 
春をイメージさせる淡いボディカラーび魅力 
ま用ボディカラーとなるパールコットンアイボリーとパールべ 

イビィピンクの2色がラインアップされた限をモデル。春をイ 

メー ジさせる-ぶいボディカラーに合わせて、レッグシールドも 

ボディカラーと同色とし、ま用のシート表巧は高級感のある 

ブラックとブラッシュグレーのツートーン仕様としている。 

エンジンおま 空冷—4スートSOH—C2みて雨® 
49cc/37.8mmX44.0mm お気量/ボアXストローク 

圧淀車 
«窝出力/巧大トルク 
巧巧重量 

10.1:1 
4.1ps/8250rpm/0.38kg-m/7500rpm 
79kg 
73.0km/fi知)km/hを地走巧時） 
フルトラ/セルフ、キック 

が資 
ぉ义方が/始動方ま 
タンク容量/オイル容量 4.6G/—B 
ミッション形ま お段 
サスペンション前/巧 正立テレスコビック/ユニ7トスイング 
ブレーキ巧/巧 り-ディンブトいリンブ/リ-デいブトいリンブ 
タイヤ前/後 80/100-10/80/100-10 
フレーム形ホ アンダーポーン 

Sue 

全長：1695mm 

全お： 630mm 
シート惠： 695mm 
巧な地上富：110mm 
ホイールべース：1180mm 
巧小回お半裡：1.8m 



vox 
アソビを詰め込んだユニークなスタイル 
大型収納スぺースなど巧実の実用性を満載 
ュニークなボディデザインと大容量の収納スぺ-スが特徴：横 

開きを採用したシート下トランクは、全長およそ730mmで容 

量は345を確保する。パワーユニットじはフューエルインジェ 

クションを採用した49CC水冷エンジンを搭載。フロントフォ 

-クにオイルダンパーを採用し、快適な乗り,レ地を実現した: 

Specifications 
エンジン皆式 水を4ストSOHCSバルブおち巧 
巧ち量/ボアXストローブ49cc/38.0mmX43.5mm 
圧縮を 12.0:1 
思富出力/を大トルク5.2ps/8000rpm/0.47kg-m/6500rpm 
車両重JI 朗kg 
燃巧 目5km/ C (30km/hをi怯を巧巧） 
点义方ぶ/始爱)方が TCI/セルフ、キック 
タンク容量/オイル容童 4.5 2 /0.8 e 
ミッションおま 無段 
サスンシヨン前/巧 ぶ立テレスコビック/ユニントスイング 
ル-キ前補 卜戶<バル-リバ/り-デ,バルゴンヴホィ-ルべ-ス：口的mm 
タイヤ前/巧 120/90—10/120巧0—10 巧小回お半な：クOm 
フレーム巧きま バイブバックボーン 

Size 

全長：1855mm 

全福：朗5mm 
シート音： 735mm 

VOX Deluxe 
ボックスデラックス 

^タークレディッシュグしーメタリック2 
こ二!フイッシュホワイトカクテル1 
^ブラックメタリックX 

22万500円 

巧入シミュレーション 

ま兩本が価巧 21万円 
検査登録手持き巧巧手な巧 6000円 
がま接巧料 7000円 
税込み巧％)さ計を巧 23巧4150円 

巧量巧 一円 
自賠資保換料(24ヶ月） 87如円 

|リ脚,…:I 24で2940円 

クロームメツキ/卜-ツを寶沢にあしらった 
質感の高いアトラクティブなカスタムモデル 
メーターケースやハンドルバーとアッパーカバーをはじめ、へ 

ッドライトリムなどにクロームメッキ処理を施したパーツを裝 

着して、クオリティアップを図ったボックスの上級モデル。ま 

た、カラードのフロントフォークアウターカバーとホイールが 

装備されるなど、個性が光る1台に仕上がっている。 

Specifications 
エンジン巧さが 
巧気蛋/ボアXストローク 

水)％4ストSOHC3バルブ単気话 
49cc/38.0mmX43.5mm 

圧お率 12.0:1 
巧窩出力/巧大トルク 
車巧重る 
が巧 

5.2ps/8000rpm/0.47k9*m/6500rpm 
88kg 
65km/e (30km/hを地走巧お） 

お义方巧/始動方ま 
タンク容里/オイル容量 

■ TCI/セルフ、キック 
4.5 e /0.8 e 

ミツションおが 
サスペンション前パを 

無段 
正立テレスコビック/ユニ7トスイング 

ブレーキ前/巧 リ-ティバトぃリンブ/リ-ティンかいリンブ 
タイヤお/後 
フレーム形ホ 

120/90-10/120/90-10 
パイプバックボーン 

Size 

を長：1855mm 

全幅： 725mm 
シート哀： 735mm 
巧抵i也上香：115mm 
ホイールベース；128 
最小回紀半径： 2.0m 

Vino 
ビーノ 

Color Variation 

冒 
巧ごイトメタ11ツク1 
ライKバーブUジシュスレタリツク2 

Price 

I靈Mお!ぶ119万3200円 

巧乂シミュレーシヨン 

ま雨本巧価格 18万40加円 
橫査を短手持き巧巧手巧お [ 6000円 
巧をを巧料 7000円 
巧込み(5%)合計を巧 20万が50円 

重量税 -円 
自賠黄保おお(24ヶ月） 8790円 

|'歷むた1 21万5640円 

軽快な走りが楽しめる4ストエンジン搭載 
レト□&ポップなデザインも人気の秘密 
軽快な走りが楽しめるフユーエルインジェクション採用の49CC 

水をSOHCエンジンを搭載。ガソリン残量がひと目で分かる丸 

おのスピードメーターや、クラシカルなデザインのたる型グリ 

ップ、ま用デザインシート、さらに、キユートな丸おのフラッ 

シャーレンズを採巧。レト□ &ポップなデザインも魅力だ； 

Specifications 
エンジンおま 水冷4ストSOHC3バルブ単気衍 
排気量/ボアXストローク 49cc/38.0mmX43.5mm 
圧縮を 12.0:1 
巧荡出力/巧大トルク 4.2ps/8500rpm/0.かg-m/6500rpm 
車両重巧 80kg 
おか 66km/e (SOkrrvhを化を斤時J 
み义方ま/始動方式 TCI/セルフ、キック 
タンク容里/オイル容量 4.56/0.8 6 
ミッション形ま 無段 
サスペンション前/巧 正立テレスコピソク/ユニ7トスインク 
ブレーキ前/巧 リ-ディンブト！/-リング/リ-ディンブルJとヴ 
タイヤ巧/巧 90/90-10/90/90-10 
フレームおま 

Size 

全長：1675mm 

全语： 630mm 
シート舌： 715mm 
を低地上高： 95mm 
ホイールべース：1160mm 
巧小回おキ淫：1.8m 

Vino (リモコン仕様) 
ビーノ（リモコン化な） 

Color Variation 

つぶクイトメタUック1 

Price 

【地口■ムでぉた。20万1600円 
巧乂シミュレーション 

を巧本が価格 19巧2000円 
巧を登録手統き巧巧手がお 6000円 
巧まを巧料 7000円 
巧込みは％)を計を巧 21巧5250円 

を*棋’ -円 
自賠黄なお巧(24ヶ月） 8790円 

国1…" 22万4040円 

夜間の駐車に便利なアンサーバック機能 
便利なリモコン仕様をラインアップ 
標準モデルに加えてラインアップされたリモコン化様。キーシ 

ャッターオープン&リアホイールのロック解除、さらにシート 

才ープンなど、さまざまを動作をリモコンで操作できる。ボタ 

ンを押すことで前後フラッシャーか''3回点滅して自革の位置を 
瞬時に確認することもできる便利な機能も搭載されている。 

Specifications 
エンジンお式 
巧気量/ボアXストローク 
圧縮率 
巧をお力/お大トルク 
車両亟量 
が巧 
点火方ま/始掛でま 
タンク容■/オイル容量 
ミッション形ま 
サスペンション前バ去 
プレーキ前/?を 
タイヤ前/巧 
フレームおが 

水冷4ストSOHC3バルブをち巧 
49cc/38.0mmX43.5mm 
12.0:1 
4.2ps/8500rpm/0.4kg-m/6500rpm 
80kg 
66km/e (30km/hを地を巧時） 

90/90-10/90/90-10 

Size 

全長：1675mm 

全幅： 630mm 
シートな： 715mm 
お化地上裔： 95mm 
ホイールべース；Ii60mm 
巧小回ち半径：1.8m 
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Vino Deluxe 
ビーノデラックス 

Color Variation 

cziぺールマゼンタゾタリック4 
Miブークレディジシコグレーメタリック2 

ブルレツドメタリツクD 

Price 

I繩拙細19万8450円 

財乂シミュレーシヨン 

巧両木が価格 18巧9000円 
玲を登な手待き巧巧手な料 6000円 
巧まをが巧 7000円 
お込み巧％)合計全巧 21巧2100円 

ま量巧 --F3 
き賠黄巧おお(24ヶ月‘‘ 8790円 

国nmu 22万890円 

クロームパーツ装備の豪華スペックモデル、 
レトロなルックスに華やかさをプラス 
専用装備によって極上のカスタム感が与えられたシリ-ズの 

上級モデル。フロントレッグカバーの側面にメ .ソキモールを配 

したことで上質感を演出。さらに立体エンブレムとメーターボ 

ディもクロームメッキ処理して、華やかなスタイリングを表 

現。お洒落なルックスが魅力の1台に仕上けられているC 

Specifications 
エンジンおま 
ホ気量/ボアXストローク 
圧巧を 
巧吾お力/巧大トルク 
車両重JK 
が巧 
点义方ま/抬動方が 
タンク容量/オイルをft 
ミッション形式 
サスペンシ马ン前パを 
ブレーキ前7巧 
タイヤ前/巧 
フレームお巧 

水冷4ストSOHC3バルブ単ち巧 
49cc/38.0mmX43.5mm 
12.0:1 
4.2ps-8500rpm/0.4kg-in/6500rpm 
80kg _ 
66km/C (30km/hを地を巧時） 
TCI/セルフ、キック 
4.5 fi /o.ee 
無段 
正立テレスコビ7ク/ユニyトスイング 
リ-テ,’パトレ-リンが卜子1ンたいリンブ 
90/90-10/90/90—10 
パイブバックボーン 

Size 

を長：1675mm 

を精： 630mm 
シート岳： 715mm 
あ低地上ち： 95mm 
ホイールべース：1160mm 
巧小回お半径：1.8m 

JOG (4st 円） 
ジョグ（4スト円） 

Color Variation 

こ.ルバー3 
タークバイオレットメタリックA 

«ブラックメタUックX 
ディーブレッドカクテル2 

ESベールパープおシュ。トゾタリック3 

Price 

l#tl加山：314万4900円 

g乂シミュレーシヨン 

ま両本が価格 13方8000円 
お査登おを続を巧斤手な巧 6000円 
巧ま:巧 7000円 
巧込み巧％)を計を猫 15万8550円 

ち■巧 一円 
自お資保お串1(24ヶ月） 8790円 

miijwmu 16万7340円 

ヤマハスクーターの新スタンダード 
巧実した機能性とスポーティな走りを実現 
ヤマハのスタンダードな原付バイクシリーズとしてロングセラ 

-となっているジョグ。エンジンは49CC水をSOHCじフユーエ 

ルインジてクションを装備。優れたハンドリングと走行安定性 

を発揮するオイルダンパーをフロントフォークに採用するな 

ど、ベー;ノックなモデルながらスポーティな走りが楽しめる： 

Specifications 
エンジンおま 水冷4ストSOHC3バルブ単気街 
ホ员■/ボアXストローク 49cc/38.0mmX43.5mm 
圧渡率 12.0:1 
巧忌を力/巧大トルク 4.2ps/85孤fpm/0.4kg-m巧加Orpm 
ま雨產量 ’ 84kg 
が巧 66km/e (30km/hを地走行時） 
点义方ま/始巧方が TCI/セルフ、キック 
タンク容量/オイルを量 4.4 e /〇ぶfi 
ミッション形ま 無段 
サスペンション前/後，正立テレスコビック/ユニットスイング 
ブレーキ前/後 リ-テ，パトいリング/り-ティンヴトレ-リンブ击へ:_ス：り的mm 
タイヤ前バ爱 90/90-10/90/90-10 巧小回ち半径：1.8m 
フレーム形式 バイブバックボーン 

JOG Deluxe (4st 円) 
ジョグデラックス【4スト円） 

Color Variation 

C：コでフイト，ィタU’こ•ク1 
つうッ。が、J JブK 

Price 

I黑ム出11115万5400円 

巧乂シミュレーシヨン 

を両本が極お 
ちを登録手爲き巧巧手を巧 

14で8000円 
6000巧 

巧車お巧お 7000円 
巧込みほ％)合計を巧 16万9050円 

重量巧 -円 
自賠責なおお(24ヶ月） 8790円 

mim'irm 14万7840円 

フロントにディスクブレーキを標準装備 
高し佛IJ動力びちえ5れたシリーズ上級モデル 
搭載される掛気量49CCの水をSOHCエンジンにはフユーエル 

インジェクションを装備。軽快な走りとクリーンな環境性能 

を両立したジョグの上級モデル。フロントにはディスクブレー 

キが装備され、 制動力を大幅にアップ。アルミキャストホイー 

ル といった専用 アイテム も採用されている。 

Specifications 
エンジンおま 
蘇貢量/ボアXストローク 
圧巧幸 
巧富出力/巧大トルク 
を巧重量 
ぉ巧 
点义ち式/始動方ま 
タンク容量/オイル容a 
ミッションがま 
サスペンションお/後 
ブレーキ前/巧 
タイヤ前/巧 
フレーム形ま 

Size 
水冷4ストSOHC3バルブ単気宿 
49cc/38.0mmX43.5mm 
12.0:1 
4.2口が8500rpm/Q.4kg-m/6500rpm 
83kg 
66km/e (30kmル定地走巧時） 
TCI/セルフ.キック 

全長：1685mm 

4.4 2/0.8 2 
無段 を僖： 645mm 1■ん- - /  .、ー シート岳： 725mm 
正乂ァレスコヒソク/ユーットスイノク g供:地レを. on—W 

'シンブルディスク/リ-ディパトいリ_ングホイ_ルべ1ス：iieomm 
. 90/90—1.0/90/9卜10 «小回お半径：1.8m 

JOG 
ジョブ 

キーシャツターやシートオープンも楽々 
離れた場所でも操作び出来るリモコン仕様 
ロングセラーを続けるジョグの上級グレードモデル。フロント 

にディスクブレーキを装着、前をじ軽量アルミキャストホイー 

ルを履かせるなどデラックスらしい装備が特徴。 容量186の 

トランク下収納スぺースや500meのペットボトルが2本入る 

インナーポケットなど、高いユーティリティ性も持ち合わせる， 

Specifications 
エンジンおが 空冷2ストクランク室リ-ドバルフ•単気お 
おち量/ボアXストローク 49cc/40.0mmX39.2mm 
圧摇ま 7.3:1 
巧奋出力/巧大トルク 6.3ps;70咖pm/0.67崎-m/6如Orpm 
幸巧重量 76kg 
が資 58km/fi (30km/h定地走巧時） 
点义方ホ/始拓I方式 CDI/セルフ.キック 
タンク容S/オイル容it 5.76/1.45 
ミッ-^ョンおま 無段 
サスペンション的/後：正立テレスコビック/ユニVトスイング 
ブレーキ前/巧 シンブルディスク/リ-ディンブトレ-リング 
タイヤ前バを 90/90-10/90/90-10 
フレームおボ fバイブバックポーン 

全お： 640mm 
シートを： 710mm 
巧イを地上嵩：的mm 
ホイールべース：1160mm 
思小回杞半埋；1.8m 
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リモコンjOG 

—じタイヴーブークグレ- 
cznつンペティシヨンシJレバー 

Price 

越なム挪け15方7500円 
病乂シミュレーシ3ン 

車两本が価格 巧万円 
お置登録手病き巧巧手な料 6000円 
巧まを11料 7000円 
巧泣み巧％)合計を巧 17巧11如円 

重量巧 一円 
自弦資巧険ネ斗(24ヶ月） 87如円 

HIM,む化117万9940円 

キーシャッターやシートオ-プンも楽々 
離れた場所でも操作び出来るリモコン仕様 
スタンダードモデルに加えてラインアップされた便利なリモコ 

ン付きモデル。離れた場所からの操作でキーシャッターゃリア 

タイヤのロック解除ができるため、よりスマ—卜じ走り出すこ 

とができる。キー操作に反応してフラッシャーが点滅するの 

で、混雑した駐車場などで探すことも容易だ。 

Specifications 
エンジンおが 
巧ちJt/ボアXストローク 
圧縮を —— 
巧富出力/巧大トルク 
車两重* 

をを2ストクランクきり〜も帝な誦 
j 49cc/40.0mm X 39.2mm 
. 7.3:1 
1 6.3ps/7000rpm/0.67kg-m/6500rpm 
i 76g —--- 

お巧 
点义方ホ/始勤方ま 
タンクを量/オイル容量 

' 58km/e均Okm/hを化走巧時） 
CDI/セルフ、キック 
5.7 2/1.4 6 

ミッションおま 
サスペンション前/巧1 

無段 _ 
正立テレスコビック/ユニットスイング 

ブレーキ前/後 
タイヤ前/巧 1 

シングルディスク/リ-ディンタトレ-リンブ 
90/90-10/90/90-10 

フレーム形式 1 パイブバックボーン 

Size 

全お： 640mm 
シート高： 710mm 
巧あ化上离： 85mm 
ホイールベース：1160mm 
巧小回お半径：1.8m 

JOG ZR 
ジョグZR 

Color Variation 

i==iラジカルホワイト 
^ブラックメタリックX 

Price 

imi•巧:II 13万9000円 
巧乂シミュレーション 

ま巧本化価な 18万円 
巧を登録キ巧きげ斤手なお 6000円 
がま:整巧お 70D0巧 
税这みほ％)合計を巧 20方26如円 

ま量巧 一円 
自賠資巧换巧(24ヶ巧） 8790円 

Ljuagiijii21万1440円 

BJ 
BJ 

Color Variation 

HiかレレツドタタリックD 
圓ダイバーフリッシュブJトメづ 
■■■フラックメタリックX 
ロフェアリーシルバー 
aライトグレーメタUックK 
C—3ベールバーブUッシュストタご 
誦がッドオレンジソリッド呂 
CZJニコー/トルホワイト 

Price 

Iな化ムな;,.ふ111万2350円 
拍乂シミュレーション 

巧面本な:価巧 10乃7000円 
お交登な手诗き代斤手な巧 6000円 
巧車をがお 7000円 
税込み巧％)合計を巧 12万6000円 

重量巧 一円 
自賠責保お巧(24ヶ月） 87如円 

国11罷13万4790円 

YAMAHA 中 

スポーティな走りを披露ずる専用装備と 
快適な実用装備を両立した高性能モデル 
クリアレンズでフルカバーされたフロントマスク、LEDハイマ 

ウントストップランプなど、スポーティな専用装備で彩られた 

スポーツグレード。リアスポイラーの採用やメタルカラーのマ 

フラープロテクター。そしてホに塗裝されたフロントブレーキ 

キャリパーなど、ハイグレードな装備がその気にさせる。 

Specifications _ _ 
エンジンお式 空冷4ストS0HC3バルブ単気巧 
巧気量/ボアXストローク，49cc/38.0mmX43.5mm 
圧縮率 ；12.0:1 
巧甫出力/巧大トルク 4.2ps/8500rpm/0.40kg-m/6500rpm 
車闲重量 
ぉ巧 
点义方ま/おお方が 
タンタな/—奸ル证 
ミッションおが __ _ 
サスペンション前/後‘正なテレスコビック/ユニットスイング 
プレ-キ前/巧 シングルディスク/リ-ディンブトいリンブ 
タイヤ前/後 90/90-10/90/ 90:10 
フレームおま_ バイブバックづ た'ーン 

fcdKg _ 
f 66.0krn/fi(30km/h 定化を行時） 
Ltcンセルフ三 
]4.4 6/0.8 6 
t■お段 

扱いやずさとお手頃な価格が魅力 
ちラひとつのベーシックスクーター 
水をエンジン搭載のジョグにがし、BJは空を49CCクランクき 

リードバルブま2スト単気筒エンジンを搭載。轄やかな走りと 

取り回しのよいジャストサイズ、手ごろな価格設をが魅力と 

なるベーシックモデルだ。ま用のを難抑止ロックを搭載するな 

ど、機能も装備もを実。使い勝手に優れた1台となっている。 

Specifications 
エンジン形ま 
株を蓋/ボアXストローク 
圧縮を 

空冷2ストクランクきリ-ドバルブおちを 
49cc/40.0mm X 39.2mm 
7.3:1 

巧离出力/11大トルク 6.3ps/7000rpm/0.67kg-m/6500rpm 
ま:両重11 S 
ぉ巧’ ■— 
点义方式/お動方式. 
タンク容S/オイル容涯' 

75kg 
58knV e{30km/h定化を巧時） 
CDI/七ルフ、キック 

‘ 4.目2/1.15 
ミッションおま 無巧 
サスペンション前/後: 1テレスコビック/ユニントスイング 
ブレーキ前パを り-ディンブトレ-いクンり-ディンブトレ-リバ 
タイヤ巧/?を 1 : 90/90-10/90/90-10 

バイプバックボーン フレーム巧さま 

全控： 630mm 
シートま： 725mm 
ちあ地上高： 85mm 
ホイールべース：1140mm 
巧小回お半径：1.8m 
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JOG Poche 
ジョグポシエ 

デイーフレツドメタリック2 
ニューJ くールホワイト 

Price 

眶ム地止116万8000円 
巧乂シミュレーシヨン 

車両本体価格 16万円 
榜巧登な手持き代巧手を巧 6000円 
がまを巧巧 7000円 
税込みほ％)合計を巧 18巧1650円 

重量税 ■円 
自賠黄保険料に4ヶ月） 8790円 

|歷り!;, 19万440円 

女性び喜ぶ便利な装備を多数用意 
買し、物を快適にしてくれる実用性び◎ 
フロントの大型バスケットはスーパーのカゴとほぼ同サイズの 

24 6の容置を確保。バスケットには荷物の飛び出しを防ぐフ 

ロントシヤッターがせ属するなど、親切設計もポシエの特徴の 

ひとつ。23fi容量のシート下トランクと積載重量3kgまでの大 

型リアキャリアを装備するなど、高い積載能力をみせる。 

Specifications 
エンジン形ま をを2ストクランク室り—ドバルブ単が1 
ホち量/ボアXストローク 
圧縮率 
巧な出力/巧大トルク 

49cc/40.0mmX39.2mm 
^ 7.2:1 
' 6.3ps/7000rpm/0.67kg-m/6500rpm 

车両宙量 I 77kg 
お巧 
お义方がノ始お方ホ 
タンク容量/オイル容fi 
ミッション巧さま 

I58km/C(30km/h定地差巧時） 
CDI/セルフ、キック 
7.05/1.46 
無.段 

サスペンション前/巧 
ブレー年前/後 
タイヤ前バを 

テレスコピック/ユニプトスイング 
リ-ディングトいリンブ/リ-デfングトいリバ 
80/90-10/80/90-10 

フレーム巧さま バイブバックボーン 

Sjze _ 

全長：1650mm 

全幅： 630mm 
シートを： 695mm 
巧低地上窝： 85mm 
ホイールべース：1160mm 
巧小回お半径：1-8m 



Let's 5 
レッブ5 

Color Variation 

□ソiJットスペシャル巧ワイト 
MネーフJレオレンジ 
圍-‘.—‘こ巧ラック 

Price 

1.化れ-け3-Tn 13万5450円 

巧乂シミュレー シヨン 

ま巧本が価巧 12万9000円 
お否登録を統き巧巧手を巧 6000円 
巧まをなお 7000円 
税込みほ％)を計を巧 1你9100円 

ま量税 —円 
有賠黄なおお(24ヶ月' 8790円 

iii]!i«ii ii15万7890円 

女性でも取り回ししやすい軽量ボディ 
上質でスタイリッシュなデザインを採用 
フューエルインジIクシヨンを搭載した強制空冷4ストエンジ 

ンにより、優れた始動性と低燃費を実現。取り回しが楽な軽 

量ボディを持つシンプルなスクーターだ。メ ーターパネルのす 

ぐ下にはクラス初採用となるハンドルボケットをセット。メガ 

ネやポーチなど、小物を入れるのにも便利け吏える装備だ。 

Specifications 
エンジンお式 
をち量/ボアXストローク； 

まぶ4ストルブ単ち话 
49CC/ —mmX—mm 

4.5ps/8000rpm/0.40kg-m/7000rpm 
68kg (を巧） 

圧巧を 1 
«岳巧力/«大トルク1 
吉南《* 
ぉ資 1 
点义方が/抬巧方ま 
タンク容麗/オイル容量J 
ミッションおま 
サスペンション前/巧1 

IJSkm/CはOkm/h定化走巧時） 
[-—/セルフ、キック 
[ 5.02/0.8 8 
おお 

1テレスコピック/ユニットスインク 
ブレーキ前/巧 
タイヤ前/後 

1トデ <ンブトレ-リンブ/り-ディパトいリンク 
\ 80/90-10/80/90-10 

フレーム形式 

Size 

全お： 600mm 
シートち： 685mm 
坂な地上窝：105mm 
ホイールべース：1150mm 
巧か回お半往：1.8m 

Let's 5G 
レツツ5G 

Color Variation 

Price 

1;似ムHi凹14万5950円 

規乂シミュレーション 

ま兩本巧栖巧 13方9000円 
挣史登録手巧き巧巧手な料 6000円 
巧ま芭巧お 7000円 
巧込み巧％)さ計を巧 15で9600円 

重量お 一巧 
自賠黄なおお(24ヶ月） 8790円 

t,MigiTZi16万8390円 

カラーバリエーシヨンも豊富に用意 
盗難抑止アラームを搭載した上級グレード 
レッツ日の上級グレードとしてラインアップ。500mfiペットボ 
トルや雑誌などを収納するのに便利なインナーポケットや駐輪 

中の盗難やいたずらの抑止効果を高める巧報アラームなど、利 

便性を高める装備をセット。アラームはハンドルロックと同時 

に機能し、キーを抜いて約1み後から作動する仕組み。 

Specifications 
エンジン形式 1 空冷4ストSOHC2バルブ単気簡 

49cc/—mmX—mm 巧気量/ボアXストローク1 
圧淀を n 
ft奋出力/*大トルク1 
車兩重量 
が《 

4.5ps/8000rpm/0.40kg-rTv7000rpm 
69kg (を煩） - 
73km/B bokm/hを地を巧時） 

点义方ま/抬扮方が '—/セルフ、キック 
タンク容量/ホイル名ftt 5.0 6/0.8 8 
ミッション形ま 無段 
サスペンション前/巧 
ブレーキ前/巧 

テレスコビック/ユニットスイング 
り—ディンクル-リンブ/リ-ディンブトいリンブ 

タイヤ前/巧 80/90-10/80/90-10 
フレーム巧さが — 

Size 

全長：1695mm 

を幅： 600mm 
シート高： 685mm 
巧低お上岳：105mm 
ホイールべース：1150mm 
友小回お半猛：1.8m 

Address V50 
アドレス 

Color Variation 

c=jミスティジクシル<»トメグリック 
MiオーJレトブレーメタリック 
Mブラスシャインフラック 
■ブラスコスミックダークスレ- 
1=□ソ|一|ジトスペシでルす。イトNa2 

Price 

14万5950円 

巧乂シミュレーシヨン 

ち両本が価巧 13方9000円 
樓査登巧手なきげ巧手なお 6000円 
巧ま整が巧 7000円 
税込みほ％)さ計金な 15万9500円 

を量お 一円 
自お資保お料(24ヶ月） 8790円 

!1歴巧，1116方8390円 

実用性能を重要視して装備を徹底的に研究 
使い勝手に優れた原付バイクの標準モデル 
エンジンに低燃費を実現したフューエルインジェクションを搭 

載。乾燥重量67kgの軽量ボディはスムーズで快適な走りに貫 
献。最大積載許容重量10kgのシート下のトランクに、最大積 

載許容重量3kgのリアキャリアを装備し、奥行き最大170mmX 

幅300mmのフロントインナーボケットも採用されている。 

Specifications 
エンジン形ま ] 空冷4ストSOHC2バルブ単気巧 
巧ち量/ボアXストローク 
圧巧率 

49cc/39.0mmX41.8mm 
10.7:1 

巧を出力/«大トルク 
車両まft 

5.2ps/8500rpm/0.46kg-rTv'6500rpm 
72 kg 
76km/e (30km化定化走巧時） が度 

お义方ま/抬巧方ま CDI/セルフ、キック 
タンク容量/オイル容量 
ミッションがま 

4.56/0.8 6 
-ぉ段 

サスペンション巧/巧 テレスコビック/ユニットスイング 
ブレーキ前/巧 リ-ティンブトいリンブ/リイィングトレ-リンブ 
タイヤ前/巧_ 80/90-10/80/90-10 
フレーム巧さま アンダーボーン 

Size 

全長：1670mm 

全幅： 605mm 
シートを： 695mm 
巧な地上富：105mm 
ホイールベース：1150mm 
巧小回ち半径：1.8m 

Address V50G 
アドレスV50G 

Color Variation 

ひとつ上をいく快適装備が採用された 
ベーシツクシリーズの上級グレード 

Iクラスコスミックダークス1/- 
:ノ IJツドフラック 

Price 

15巧6450円 

度乂シミュレー シ立ン 

巧面本が価格 14万9000円 
おを登な手抚き巧巧手巧お 6000円 
巧まを巧お 7000円 
税込みほ％)さ計を巧 17巧100円 

ま量巧 一円 
自爲貴なおお(24ヶ月） 8790円 

rmarni17万8890円 

V50のパワーユニットやユーテイリテイ性はそのままに、ひと 

つ上のげ適性がちえられたモデル。搭載される装備はハンド 

ルロックと同時にセ’ソトできる盗難抑止アラーム。揺れを感じ 

てアラームが鳴る仕組みを採用。シート下トランク内にはDC 
ソケットを完備し、携帯電話などの充電も可能となる。 

Specifications 
エンジン巧さま P空冷4ストSOHC2バルブ単ち巧 

ボアXストローク 
圧巧李 ■ 
巧萬出力/»大トルク 
审両重量 

I 49cc/39.0mmX41.8mm 
；107:1 

5.2ps/8500rpm/0.46kg-m/6500rpm 
73kg 

燃々 76km/G (30km/h定化走巧時） 
点义方が/お巧方ま 
タンク容量/オイル容量 

CDI/セルフ、キック 
4-5 6/0-8 6 

ミッション形ま 無段 
サスペンション前/巧 テレスコビック/ユニットスイング 
ブレーキ巧/巧 リ-デfンブル-リング/リ-ディンブトレ-リング 
タイヤ前/巧 80/90-10/80/90-10 
フレーム巧式 アンダーボーン 

Size 

全長：1670mm 

全幅： 605mm 
シートち： 695mm 
巧低地上高：105mm 
ホイールべース：1150mm 
巧小回転半径：1.8m 
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Let's 4 am 

レッツ4 

Color Variation 

高い環境性能とお燃費を見事に実現 
コンパクトなポデイで足つきもバッチリ 

Bン'リッドフラック 
こ=3ソリツドスペシャルホワイHsJa呂 

Price 

I墨ム巧りa12万4950円 

巧乂シミュレーション 

ま両本巧価格 11巧9000円 
按莖登録手統き巧巧手なお 6000円 
かまを巧巧 7000円 
巧込みほ％)合計全巧 13巧舶00円 

ま量視 一円 
自賠»保おお(24ヶ月？ 8790円 

uu!iigiy!i14万7390円 

緩やかな力ーブを描いたキユートなデザインのボディが人気= 

フユーエルインジェクシヨン搭載の49CC強制空冷エンジンは 

30km/h定地走行時に77km/Bの低燃費を実現している：ボデ 
ィは女性ライダーにも適したクラス最軽量の62kg。685mmの 
低シート高で足つき性にも優れ、取り回しも楽におこなえる。 

Specifications 
エンジンおま 
挣気量/ポアXスト□-ク 
圧締率 ^ 
あ高出力/巧大トルク 
車両重ち 
燃巧 ~ 一 
点义方ま/始動方ま 
タンク容4/オイル容量 
ミッションおま 
サスペンション前パを 
ブレーキ前/巧 
タイヤ前パ罢 
フレ-ム形式 

を冷4ストS0HC2バルブ単気巧 
49cc/39.01nmX41.8mm 
10.7:1 
S.Ops/抓00rpm/0.46kg-m/6500rpm 
62kg (乾巧） 
77km/e t30km/h定化を巧時） 
フルトラ/セルフ、キック 
4.56/0.8 6 
無段 
正立テレスコビブク/ユニットスイング 
リ-ディンブトレ-リンブ/リ-ディバトレ-リング 

全お： 600mm 
シート岳； 685mm 
巧低;化上富：105mm 
ホイールべース：1150mm 
巧小回お半を：1.8m 

Let's 4G 
レッツが 

Color Variation 

3つの専用装備によって基本性能が充実 

グレードアップを図ったシリーズモデル 
^ソJットブラック 
Mキでンディソノマレツド 

ソ，JソドスペシサルホクイトNol2 
1=3ミステイシJレノくーメタUック 

Price 

1星姑ミ!M 14万700円 
巧乂シミュレーション 

巧両本が価格 
お查登巧手緑き巧巧手巧お 
巧まを併お 
税込みほ％)さ許を巧 

13万4000円 
6000円 
7000巧 

巧万4350円 

重量巧 一円 
き睹*なお料(24ヶ月） 的如円 

|:抽印||化!;.116万3140円 

レッツ4に便利な機能を追加したシリーズ上級グレード。標巧 

車には設をされていない盗難抑止アラームを装着。一目で燃 

料の残りがわかる針ホ燃料計、最大積載重量3kgのリアキャリ 
アを標を装備する。茶色のシートとハンドルグリップじよるコ 

-ディネートなどひと味違ったハイクラスな装いも魅力的。 

Specifications 
エンジン形ま 
巧気量/ボアXストローク 
距編宰 ’ 
巧富出力/最大トルク 
車両重 
燃巧 
点义方式/おおちま 
タンク容蓋/オイル容量 
ミッションお巧 
サスペンション前/巧 
ブレーキ前/を 
タイヤ前/巧 
フレーム形ま 

をを4ストSOHC2バルブ単気巧 
49cc/39.0mmX41•目 mm 
10.7:1 
S.Ops 巧000rpm/0.46崎-m 巧沉Orpm 
63kg (乾巧） 
77km/e (30km/h定化を巧時） 
フルトラ/セルフ、キック 
4.5£/0.8 2 
お段 
正立テレスコビック/ユニットスイング 
リ-ディンブトいリバyリ-ティパトいリンタ 
80/90-10/80/90-10 
アンダーボーン 

Size 

全悟： 600mm 
シートな： 685mm 
巧お:化上畜：105mm 
ホイールべース：1150mm 

Let's 4 Pallet 

Color Variation 

座りむ地を快適でお洒落なシート 
丸いかわいいへッドライトびポイント 

■スウィートフラウン 
M yリツドフラック 

Price 

laaii；壓:14万5950円 
篇乂シミュレーシ=ン 

巧巧本が価格 13万9000円 
おを登録手持き代巧手を巧 な)00円 
巧車を備料 7000円 
巧込みほ％)合計を巧 14で59加円 

ま量巧 一円 
自お*保お料(24ヶ巧） 87如円 

□flag里皿16万8390円 

スタイルと機能にこだわったレッツ4のバリエーシヨンモデルC 
見た目の可をさを演出している半球のへッドライトは、マルチ 

リフレクター採用で明るく実用性も優れている。深みのあるブ 

ラウンカラーがお洒落なシートは、座りん、i也抜群で685mmの 

低シート高のため足つきもよい。ぷ難抑止アラームも採用。 

Specifications 
エンジンお式 
排気量/ボアXストローク 
圧結率 
巧を出力大トルク 
車両重里 
燃巧 
点义方ホ/始動方が 
タンク容1/オイル容« 
ミッション形式 
サスペンション前/巧 
ブレーキ前/後 
タイヤ前/後 
フレームおま 

空を4ストSOHC2バルブを気巧 
49cc/39.0mmX41.8mm 
10.7:1 
5.邸 s,'8如Orpm/0.46咕冊6500rpm 
64kg (を巧） 
77km/e【30kmホを化を斤時） 
フルトラ/セルフ、キ？ク 
4.5 6/0.8 2 
無段 
テレスコピック/ユニットスインク; 
リ-ディンブトレづバ/リ-デ;f；^夕た-;^ンタ 
80/90-10/80/90-10 

Size 

を控： 620mm 
シート奋： 685mm 
巧低化上萬：105mm 
ホイールべース：1150mm 
巧小回ち半径：1.8m 

Let's 4 basket 

Color Variation 

女性がホめる実巧装備を撤底的に追ず 

抜群の収納力と使し、勝手のよさを備える。 
キディイ:m— 

CZDミストツト 
1=1アイポリー 

Price 

Lmansni14万5950円 
巧乂シミュレーション 

を両本巧栖格 13巧9000円 
お查登録手統きげ行手を巧 6000円 
が幸を巧お 7000円 
巧込みほ％)合きナを巧 15乃9600円 

ま量が 円 
自賠資巧検巧(24ヶ月） 8790円 

国"玉,じ,16万8390円 

地上から820mmの位置にフロントバスケット上面をセット。 

バスケットは口ール式シャッターを装備した容量255、縦290X 

横370X深さ240をmmのビッグサイズ。オプションの保冷バ 

ッグが使える最大積載許容重量10kgのシート下トランクや大 
型のインナーポケットも完備。エコバッグが応のフックかき。 

Specifications 
エンジンお式 
巧気量/ボアXストローク 

空冷4ストSOHC2バルブ単琴巧 
49cc/—mmX—mm 

圧結率 — 
巧な巧力/巧大トルク 5邱が8000rpm/0.46kg-m,目500rpm 
を両巧量 69kg (お煩） 
が黄 74km/ e (30km/h定化走巧時） 
点义方ま/おが方ま 
タンク容量/オイル容量 
ミッションおま 
サスペンション前/巧 
ブレーキお/巧 
タイヤ前/巧 
フレーム巧さボ 

テレスコビック/ユニットスイ, 
リ-ディンかレ-リング/リ-ディバトレ- 

Size 

を長：1665mm 

全程：如0mm 
シート离： 685mm 
巧低地上岳：105mm 
ホイールべース：1150mm 
巧小回お半径：1.8m 



Super Cub90 • Deluxe 
スーパーカブ90 •デラックス 

Color Variation 

Price 

19万5300円 
巧乂シミュレーシヨン 

車巧本な:栖培 18巧6000円 
お査登録手巧き巧巧手な料 6000円 
巧まを巧科 7000円 
巧込み巧％)合計を巧 20方8的0円 

重量が 一円 
自お*保おお(24ヶ月； 8790円 

lum り!, I 21万7740円 

力強さ、経済牲、静葡性、信頼性 
実用性の高さをあ5ゆる面でアピール 
最適なキヤプレターセッティングとブローバイガス還元システ 

ムを採用した85CC空冷0HC単気筒エンジンに自動遠ん、クラ•ソ 

チ式3段リターンミッシヨンを組み合わせたビジネスモデルニ 

大壁シートとレッグシールドを装備することにより、長時間の 

使用でも疲労感を極限まで低減する。 

Specifications 
エンジンおま ：空冷4ストS0HC2バルブ単ち巧 
巧気量/ボアXストローク85CC/—47.0mmX49.5mm 
圧捉を ： 9.1:1 
巧离出力/巧大トルク 7.0ps/7000rpfn/0.79kg-m/5500rpm 
ま巧重# , 82kg (を皮） 
が巧 60.0km/e (60kmホをi也走行値） 
お义方ま/始動方が CD1/キック 
タンク容量/オイル容« 4.oe/-fi 
ミッション巧さま 3段 
サスペンション前/?を ボトムリンク^スイングアーム 
ブレーキ前/巧 リ-テ1ンクル-リンク/リ-ディバトレ-リンブ 
タイヤ前/巧 2.50-17/2.50-17 
フレーム形式 バックボーン 

Size 

を長：1805mm 

全精： 660mm 
シート舌： 735mm 
巧なi接上离：135mm 
ホイールベース：1175mm 
最小回お半径：1-8m 

Super しub弓0 • Standard 
スーハ•ーカブ50 •スタンダード 

Color Variation 

をくの人に愛され続けて50年 
世界に通用ずるベストセラーモデル 
日本のみならず世巧で愛され続けてすでじ50年。ビジネスか 

らレジャーまで、多くの人の生まを支えてきたホンダの原点。 

優れた燃費性能、取り回しのよい車体でロングセラーを続け 

る「スーパーカブ」。スタンダードは大型リアキャリアを装備 

した、実用性を第一としたクフネスモデル。 

SpeciTications 
エンジン形式 
をち«/ボアXストローク 
圧渡を 
巧富出力/巧大トルク 
を両重量 
お巧 
お义方ま/おお!方式 
タンク容«/オイル容量 
ミッション巧さま 
サスペンション前パま 
ブレーキ前パを 
タイヤ前/巧 
フレームを多茸 

空冷4ストSOHC2バルブ単気衍 
49cc/39.0mmX41.4mm 
10.0:1 
3.4ps/7000rpm/0.39kg-m/5000rpm 
75kg欣燥） 
110.0km/e (60km/hをi也を巧巧） 
フルトラ/キック 
3.4 6/—e 丄_ 
3段 全指： 660mm 

ボトムリンク/うィングァ-ムJ品 

—り-"ンクル—リン?-ととパ-卜—レ—リンクホイールべース：1175mm 
2'25*1ン2'25-17 巧小回転半径：1.8m 

Price 

墮地配3 21万6300円 
Color Variation 

-ンスt'―ンミ 
—ンチで一'] 

Super Cub90 •しustom 
スーバー方ブ90 •カスタム 

セルフ巧びキック併設の始動方ホを採用し 

た90CCクラスのビジネスモデル。デラックス 

仕様では、基本スペックこそスタンダードモ 

デルと変わらないものの、角形のへッドライ 

卜ほか専用の装備を採用。 

Specifications 
エンジンおま 空冷4ストS0HC2バルブ単巧巧 
排気ft 85CC 
据高ぉ力 7.0ps/7000rpm 
巧大トルク 0.79kg-m/5500rpm 
車両重量 84kg嫩巧） 
ミッション形が 3段 

Super Cub50 • Deluxe 
スーパーカフ已〇 •デラックス 

スタンダードモデルのパワーユニットはその 

ままに、実用性を高めたのデラックス仕様。 

大型リアキャリアに加え、フロント側にもキ 

ャリアを装備。より実用面を高めた魅力的 

なモデルとされている。 

Specifications 
エンジンおま 空冷4ストS0HC2バルブお気巧 
巧気《 49CC 
巧宮出力 3.4ps 口000rpm 
巧大トルク 0.39kg-m巧000rpm 
車両重量 76kg (を巧） 
ミッションおま3段 

ヘッドライト、シートをはじめ、スタンダー 

ド及びカスタムと異なる独自の裝備が採用 

されたカスタムバージョン。キックまととも 

じ始動時に巧利なセルフまを併用可。さら 

じ使い勝手が高められている。 

Specifications 
エンジン形ま をを4ストSOHC2バルブ単ち巧 
お気* 49CC 
毋富出力 3.4ps/7000rpm 
巧大トルク 0.39kg-m/5000rpm 
幸两重里 79kg说铁） 
ミッションおま 4段 

ボディカラーに専用色の漆黒のグラファイ 

トブラックを、シート表皮には高級感のあ 

る専用色のロイヤルブラウンを採用。誕生 

50周年を記念した限をモデルに相応しい袁 

葦な装備が特別感を演出している。 

Specifications 
エンジンおま を冷4ストSOHC2バルブ単気巧 
が気* 49CC 
巧高出力 3.4ps/7000rpm 

0.39kg-m/5000tpm 巧大トルク 
車両重a 
ミッションおま 

75kg (を误) 
.3段 75 
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Press CubSO - Standard Press CubSO - Delux 

大型フロントバスケットを標準装備した新 

聞配達の頼もしいパートナー。電子制御の 

燃料噴射装置PGM-FIを採用することで、 

抜群の始動性とiせ巧に優しい環境性能をイ呆 

持。タフな走りと低燃費を実現する。 

Specmcations 
エンジンおホ 空冷4ストSOHC2バルブ巧気柏 
排気量 49cc 
巧寓出力 3.4ps/7000rpm 
最大トルク 0.39kg-m/5000rpm 
車両ま量 . 83kg俄巧） 
ミッション巧さま 3段 

フレスカフ巳0 ■デラックス 

新聞配達に便利な大型のフロントバスケッ 

卜及びリアキャリアヌリ方を標準装備したビ 

ジネスモデル。そのデラックス仕樣では、を 

をの新聞配達時のイきい勝手を富めるグリッ 

プヒーターが標準搭載されている。 

Specifications 
エンジン形式 
排気里 

:空冷4ストSOHC2バルブ単気巧 
49CC 

巧高出力 1 3.4ps/7000rpm 
を大トルク 1 1 0.39kg-m/5000rpm 
幸雨重Jt ; i 83kg带访） 
ミッションおまi 娘 

Little Cub 
リトルカブ 

Price 

C喃rr巧。’別 21万円 
Color Variation 

丸みを帯びたボディデザインに前後14インSpecifications 

チの小径タイヤをセット。カラフルなま体を茲戸が-一g4ストS州なバルブ単ま巧 

でお洒落な外観に化立てられたスーパーカ泉畜由お 3.4ps/7000rpm 

ブの派生モデル。その力強く信頼性長けたク-^39心mSMDrpm 

パワーユニットはスーパー刀フゆすりた。 'ミッ~^ヨンお式卜3J良 

Little Cub〈セル付き> 

23万1000円 

クリーンかつパワフルな走りはそのままじ、Specifications 

し、」という言葉がぴったり当てはまる、使い 

勝手に優れたお洒落なビジネスバイクだ。 

エンジンおま 空冷4ストSOHC2バルブぶ另お 
排気蓋 49CC 
巧畜出力 3.4ps/7000rpm 
巧夫トルク 0.39kg-m/5000rpm 
車両き-* ' 81kg 
ミッションお式 4设 

わ江が料削別 21万円 
Color Variation 

Little Cub • 50th Anniversary Special 
リトルカフ50 • 50周をスペシャル 

ロングセラーを続けるスーパーカブの誕生50 

周年を記念して、専用のカラーリングが施 

されたリトルカブの50周年スペシャル限を 

モデル。スーパーカブの限を車と同様、サ 

イドカバーには記念エンブレムを装着する。 

Specifications 
エンジンお式 
挤気量 
巧窝出_を_ 
巧大トルク 
車両重S 
ミッション形式 

を冷4ストSOHC2バルブが気巧 

79kg 
3疫 

GYRO X Standard 

環境性能と滑らかな出力特性を両立した水 

'冷4ストエンジンを搭載。な来モデルに比べ 

燃費を約30%向上させるなど経る性を大幅 

に高めたジャイロX。スタンダード仕様では 

ま用のスクリーン&キャリアを装備。 

Specifications 
エンジンおま1 
が気《 

水’冷4ストSOHC4バルブがち巧 
' 49CC 

A岳出力 1 4.6ps/7500rpm 
«大トルク 0-佩か in/70抓 rpm 
ま両重量 1 1 112kg 
ミッション形式1 ['京段 

GYRO X Basic 

積載性に優れ、宅配などのビジネス用途で 

活躍。コストの低減にも高いパフォーマン 

スを発揮するランニングコストにも優しいワ 

-キングスリーター。パワフルなエンジンに 

クリーンで巧燃費なPGM-円を搭載。 

Specifications 
エンジン形ま 
排気* 

水冷4ストブを琴谭_ 
49CC 

ホ富出力 4.6ps/7500rpm 
巧大トルク 0.45kg-m/7000rpm 
車巧至ft 109kg 
ミッションおホ -無段 

Price 

I里ムma 52万3950円 

せの高い4ストエンジンはジャイロXと同様、 

燃費も約30%向上している。 

Specifications 
エンジン形式 未冷4ストSOHC4バルブ単寅巧 
巧巧量 49CC 
拓乐出力 4.6ps/7500rpm 
巧大トルク 
車両重量 

0.45kg-m/7000rpm 
139kg 

ミッション形ま 無按 

GYRO CANOPY 



AM AHA 
TOWN MATE T90D 
タウンメイトT90D 

Price 

:細泣!! 21方1050円 

Color Variation 

ロテルミネラルプJU- 

高い静肅性を持ちながらもパワフルな出力 

特性を発揮する89CC空をSOHC単気筒エン 

ジンを搭載。前後ともにバネ巧び减衰力各 

巧性を最適化し、優れた操縦をを性と中央適 

なまりム、地を実現している。 

Specitications 
エンジン形が 
排気量 

を冷4ストSOHC2バルブ卑ち巧 
89哩 … 

巧忌出方 6.4ps/7000rpm 
巧大トルク 0.74kg-m/5500rpm 
車両まち 101kg 
ミッション形ま 娘 

MATE V50 
メイトV50 

49CC空を2ストクランク室リードバルブ式単 

気筒エンジンを搭載。軽快な走りが魅力の 

ビジネスモデル。径？M30mmのドラムブレ 
-キをフロント&リアに採用し、安定感あ 

る優れた制動力を発揮。 

Specifications 
エンジンおま 
排気# 

を冷2ストク5ンク室リ—ドバルブ單ち簡 
49CC 

思高出力 4.7ps/6000rpm 
巧大トルク 0.6kg-m/6000rpm 
車両重量 如kg 
ミッシヨン形ま 3段 _ 

MATE V50D 
メイトV己0D 

YAMAHA, r^/ 

圍 

あらゆるビジネスシーンをサポートするメイ 

卜V50のDタイプ。軽快な走りをもたらす2 
ストエンジンと高い機能性を備えたモデル 

だ。メタリックグリーン系巧びプルー系のま 

体色が設定されている。 

エンジン疯f 
排気《 
思富出力 
巧大トルク 
車Sま* 
ミッVヨンおホ 

?を2スり—ランクをとど…レブ半奇® 

88kg 
3段 

NEWS MATE T90N 
ニユースソイトT曰ON 

AWIAKA 

腫 

横幅480X奧斤260X深さ250をmmの大型Specifications __ 

フロントバスケットとフラット形状の大型リンぉまストSOHC2'与け気-巧 

アキャリアを装備した新聞配達仕様。的CC最离出力 

空;令SOHC単気筒エンジンの優れたな走り芒裏王：ク 

で配達業務をサポートする。 

巧离出力 6.4ps/7000rpm 
を大トルク 0.74kg-m/5500rpm 
車両重« 102ka 
ミッシヨンお巧 .娘… 

Price 

li；山ム。m 24万3600円 

Color Variation 

NEWS MATE V50N 
ュースグイトT90N 

GEAR 
巧 

YAMAHA. 

ニュースメイトシリーズの50CCモデル。軽快 

な走りを提供してくれる空を2ストクランク 

室リードバルブま単気筒エンジンを搭載。車 

体には効率ちく新聞配達業務がこなせる実 

用装備をセット。 

Specifications 
エンジン形式 ま為2ストクランクミリードバルブ單気巧 
排気S 49CC 
巧惠巧力 ， 4.7ps/6000rpm 
お夫トルろ 0.6kQ-m/5000rpm 
車両重量 97kg 
ミッション形ま 3段 

水冷4スト単気筒エンジンにはフューエルイ 

ンジてクシヨンを搭載。新設計フレームを 

採用することで、従来モデルと比べて25mm 
ほい位置にリアデッキをセット。積載時の 

走行安をせが向上した。 

Specifications 
エンジン形ま 水冷4ストSOHC3バルブ単気巧 
排気* 49CC 
巧奋出力 4.2ps/8250rpm 
巧大トルク 0.40kg-m/6500rpm 
車両蚕2 98kg " 
ミッシヨンおま .無段 

NEWS GEAR 
ニユースギア 

YAMAHA •'、 
GEAR Forking Stand 
ギアバーキングスタンド 

従来モデルよりも40mm低し、位置となったリ 

アキャリアをはじめ、大型フロントバスケッ 

卜やフットブレーキ、手元なに/\ンドルプロ 

テクターなど、新聞配達仕様に相応しい装 

備が搭載されている。 

Specifications 
エンジンお式 ,水冷4ストS0HC3バルブ単ち巧 
拚ち量 ‘ 49CC 
巧萬出力 ' 4.2ps/8250rpm 
巧大トルク ’ 0.40kg-m/6500rpm 
車両歪« ,104怕 
ミッション形式'無段 _ 

お単操作でスムーブな駐停車ができる上級 

仕様。配達効率がさらにアップしたニユー 
スギアのパーキングスタンド搭載モデル。シ 

—卜の座ったままでも車両を傾けずスタン 

ドを掛けることが可能だ。 

Specifications 
エンジン形ま:ホを^夕—卜Sをけ93バルタ单ち巧 

を萬出力 4.2ps/8250tpm 
巧大トルク 0.40 kg-m 巧加Orpm 
車両を曼 '101kg 
ミッシヨン形式 お段 77 



BirdieSO 
パーテイー说 

Color Variation 

フューエルインジェクション搭載した 
働くライタ‘一のためのビジネスモデル 

■ブレイッシュスレー 

Price 

K曲跳ぶ,W 20万4750円 
班乂シミュレーシヨン 

車巧本が価格 19万如00円 
おを登巧手規き巧巧手巧お 6000円 
巧まを巧料 7000円 
巧込み(5%)合計を巧 21万8400円 

ま量税 一円 
自お資巧おお(24ヶ月） 8790円 

tiiimむ!川22万7190円 

パイプフレームの採用とを部の鞋量化じよって乾燥重量69kg 

を実現したスズキのビジネスモデル。フユーエルインジェクシ 

ヨンを搭載した排気量49CCの4ストエンジンは、メ •ソキシリン 

ダーを採用することによって高い耐义性及び冷却性を実現。働 

くライダーの力強い味方となってくれる。 

Specifications 
エンジンおま 
排気量/ボアXストローク 
圧縮を 
巧寓出力/«大トルク 
車両重* 
燃巧 
お义方ま/おお方ま 
タンク容«/オイル容量 
ミッションおが 
サスペンション前パを 
ブレーキ前パを 
タイヤ前/巧 
フレームおが 

空冷4ストSOHC2バルフ単気巧 
49cc/39.0mmX41.8mm 
9.7:1 
3-4ps 巧000rpm/0.37kg-m/5000rpm 
73kg tを爆） 
106.0km/eはOkm/h定i也走行巧） 
—/キック、セルフ 

4.5 2/0.8 2 
3段 
テレスコピック/スイングアーム 
リ-テ>ンブトいリンブ/リ-むバル-リング 

アンダーボーン 

Size 

全長：1805mm 

全侶： 650mm 
シート奋： 705mm 
巧あ巧上高：105mm 
ホイールベース：1170mm 
巧小回お半径：1.8m 
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Birdie90 
バーディー90 

BirdieSOセル付き 

パワフルで粘り強い走りを実現しながらも、 

60km/hま:地燃費53.0km/eを誇る88ccまを 

SOHC単気筒エンジンを搭載。取りかしが 

可能なピリオンシートをリアキャリアじ標準 

採用する。 

Specifications 
エンジンお巧 —空冷4ストSOHC2パルブ単ち巧 
排気* 88CC 
巧寓出力 6.7ps/6000rpm 
巧大トルク 0.79kg-m/5500rpm 
車両重a 90kg (を巧） 
ミッションお式 娘 

フューエルインジェクションを搭載した4ス 

トエンジンにより、始動性に長けた力強い 

走りとクリーンな環境性能を両立したビジ 

ネスシーンに対応したモデル。セルスタータ 

—付きモデルも設定。 

Specifications 
エンジン形ま 
排気量 
あ甚出力 
巧大トルク 
車両重 
ミッション形が 

空冷4ストSOHC2バルブ単巧巧 
49CC 
3.4ps/7000rpm 
0.37kg-m/5000rpm 
75kg带巧 ! 
3段 

新聞 BirdieSO 新聞BirdieSOグリップヒーター付き 
新Mバーディー50 巧巧バーディー50グIJッフヒーター巧さ 

横485X縦260X深さ234.5ち'mmの大型フ 

ロントバスケットを標準装備。14インチキ 

ヤストホイールと幅広タイヤ、富剛性なテ 

レスコピックサスじより、新聞積載時でも 

高い操縦安定性を確保。 

Specifications 
エンジンおま 空冷4ストSOHC2バルブ単気尚 

新聞バーディー50の基本的な性能や装備は 

そのままに、ををの新聞配達業務の効率を 

Specifications 
エンジンおま 空を4ストSOHC2バルブ単ち巧 

排気《 49CC 排気量 49CC 
巧高出力 3.4ps/7000rpm 

0-37咕 m；5000rpm 
アップさせるグリップヒーターを標準装備。 巧裔出力 3.4ps/7000rpnri 

活大トルク 働くライダーが快適じ業務を遂行するため 

じ用意された上級モデルだ。 

嚴大トルク 0.37kg-m/5000rpm 
車両重量 84kg (を巧） 車両重量 84kg (を巧) 
ミッション形ま 3段 ミッシヨンがま 3段 

重荷用臥rdie50 
重荷用パーディー已〇 

Super MOLLETビジネスキャリア仕様 
スーIトモレビジネスキヤUア仕様 

650mmというほい位置にリアキャリアをセ 

ットすることで荷物の積載が楽に。また荷 

物積載時にも抜群の操縦をませを発揮する 
テレスコピックサスを採用。大径ドラムブレ 

—キによって制動力も確f呆する。 

Specifications 
エンジンお式 をち4ストSOHC2バルブ単気齿 
がま* 49CC 
巧ち出力 3.4ps/7000rpm 
a大トルク 0'37kg-nV5000rpm 
ま巧重■ 78kg (巧巧） 
ミッションおホ3段 

リ又納性の高いフロントバスケットと345X 

275mmのフラットなリアキャリアをセット。 

坂道の駐停車時に役立つブレーキロックを 

リアブレーキに採巧。ビジネスシーンじ適し 

た専用の装備が満載だ。 

Specifications 
エンジン巧さま 空治2ストクランクぎりートンりレブおち巧 
排気ち 49CC 
巧离出力 6.1口が6500rpm 
最大トルク 0.69kg-m/6000中m 
牽巧重# 71kg (お读） 
ミッションおが爵段 



RS250R TZ250 
TZ250 

最高出力92ps/1万2500rpmのパワーを誇る 

249CC水冷2ストクランクケースリードバル 

ブ式75^ V型2気筒エンジンを搭載。ワーク 

ス直系のハイポテンシャルを秘めた本物の 

口ードレーサーだ。 

Specifications 
エンジン形式 水冷2ストV型2気巧 
お情ち 249CC 
お高出力 
巧大トルク 
車両重* 101kg (半をお） 
ミッションおま6段 

92ps/12500rpm 
5.33kg-m/12000rpf 

m22iii246万7500円 

バワーとレインには249CC水を2ストクランSpecifications 

ク室リードバルブまV型2気筒エンジン+6速 

ミッションを採用。勝利することを目的に去高占力 

開発されたコンペティションモデル。ホイー重*主ルク 

ルは鍛造マグネシウム製。 

エンジンおま 
排を 

をを2ストクランクミリードバルカ堪211巧 
249CC 

思高出力 93ps/12500rpm 
巧大トルク 
車両重s 

5.5kg-m/11750rpm 
102kg :半を巧） 

ミッション巧多ま 6段 

RS125R 
RS125R 

TZ125 

124CC水冷2スト単気筒エンジンを搭載する 

コンペティシヨンマシン。優れたま力特性 

と防風効果を発揮する専用カウルを採用。 

ラジアルマウントまブレーキキャリバーにす 

ることでコントロールせを向上。 

Specifications 
エンジン巧さま 水冷2スト単気巧 
が気Ji 124CC 

44ps/12250rpm 巧富お力 
最大トルク 2.5kg-m/12250rpm 
車両蛋ft 71.5kg (半を烤） 
ミツシヨン形ま 6段 

Price 

20万7500円 
Color Variation 

ロホワイト 

高い戟闢能力を有した125CCクラスの市販 

口ードレーサー。搭載されるエンジンは水冷 

2ストクランク室リードバルブ式単気筒ユニ 

ット。これに6速ミッションを組み合わせる 

ことで最速の走りを可能とする。 

Specifications 
エンジンお式 
排気量 
巧息出力 
巧大トルク 
幸両重$ 
ミッションおま 

水冷2ストクランクまりードバルブ単ち街 
124CC 
44p が12250rpm 
2.55kg-m/12000rpm 
72.3kg (半お巧） 
6段 

排気量99.2CCの4スト空冷単気筒搭載した 

ミニバイクレース専用マシン。RC211Vをイ 

メージさせるカウリングやセンター出しのア 

ップタイプマフラーを採用。電気式タコメ 

ーターを標準装備する。 

Specifications 
エンジン形ま 空冷4スト単ち街 
排気！： ' 99.2CC 
を离出力 8.4ps/9500rpm 
巧大トルク 0.75kg-m/7000rpm 
車両歪tt 73.6kg (を巧） 
ミッションおま5段 

ミニバイクレースのために用意された2スト 

モデル。アルミ製大型ラジエターやCDI点义 
方式を採用した水冷2ストピストンリードバ 

ルブ式単気筒エンジンを搭載。高機能サス 

によって優れた操縦まを性を実現。 

Specifications 
エンジンおま 空を2スト単気巧 
排気* 49CC 
巧甚出力 7.2ps/10000rpm 
巧大トルク 0.65kg-m/7500rpm 
車巧重量 73kg (半を巧） 
ミッション形ま一 

NS50R 
NS50R 

Price 

1::巧化Sなm 29万9250円 
Color Variation 

[ZZ3ホワ仆 

Dream 50R 

Price 

脚な巧おra 49万1400円 

Color Variation 

cnシルバー 

初ん、者でもレースを+みに楽しめる17イン 

チホイール採用のフルサイブのコンペティシ 

ヨンマシン。エンジンの排気量49ccながら 

最高出力は7.2ps/10000rpm、0.65kg- 

m/7500rpmの最大トルクを発揮。 

エンジンおま 
排気。 

水冷2スト7ランクまリードバルブ単気货 
49CC 

巧离出力 7.2ps/10000rpm 
巧大トルク 0.65kg-m/7500中 m 
車両靈S 75kg (半を巧） 
ミッションおま 6段 

HRCのDreamSO用レースキットとともに、 

低フリクションカムチェーンやクランクシャ 

フト、軽量ACジェネレーターにキャブレタ 

-、エアファンネルを組んだ本格的な競技 

ま両。ミッションは6速クロス。 

Specifications 
エンジン形式 
排気量 

空ち4ストDOHC4バルブ単を巧 
49CC 

巧高出力 5.6pが10已OOrpm 
进大トルク 0.42崎-m/8500rpm 
車巧重fi 81kg (お巧） 

5段 ミッションお式 79 



YAMAHA 

80 

CRF450R YZ450F 
CRF450R 

新たに採用。449.7cc水冷OHC単気筒の強 

ム、腺を搭載したモトクロス競技車。高剛性、 

軽量化を両立した車体構成により自由度の 

高いライディングフオームが可能。 

水冷4ストSOHC4バルブ単気巧 
449.7CC 
56.4pジ妨邮rpm 巧寓出力 

巧大トルク S.iakg-n 
車両重it 106.9kg 
ミッションお式5段 

YZ450F 

中低速トルクをアップさせることで巧いやSpecifications 

すさをァピ-ルした449CC水をDOHC単気gご…。HCがルブ麵 

エンジンをアルミ製セミダブルクレードルフ去言由f '朗ps/SOOqrpm 

レームに搭載。車体の軽量化により自由自レク5^4kg-m/6500rpm 

在の旋回性能を手に乂れた。 ミみョンぉま娘' g 

EmBigI 77万7000円 

RM-Z450 KX450F 

Price 

[iiSHSinxo 31万3000円 

扱いやすいエンジンフイーリングにこだわつSpecifications_ 

た4スト水をDOHC4バルブエンジンを採用。をジン-職水ち4-ストD0HC4バルブ較简 

へッドパイプのワンピース化による軽量化と 

ともに、剛性バランスを最適化したアルミ 

ツインスバーフレームに搭載。 

排気量 449CC 
巧萬出力 55ps/7000中 m 
巧大トルク 5.4kg-m/6500rpm 
車両垂M H2kg - 
ミッション形式 . 5段 

KX450F  

Price 

瞧ムロ!!:ij 82万5000円 

Color Variation 

ISライムグu—ン 

カワサキ4ストロークモトクロッサーの最高Specifications _ 
j.*_、、 _一 iL...- .， エンジンおま 水冷4ストD0HCお気巧 
峻マンン。2009モァルではハツァリーレスぉ気■-^- 

フューエルインジェクションの採用をはじ巧宮出力 

め、数々の新機構を搭載。レースにおける 

ミッションおホ5段 戦闘力がさらに高められている。 

KLX450R YZ250 

KX450Fをベースにした水;令DOHC単気筒ェ 

ンジン搭載。歴代KXレーサーでの経験とノ 

ウハウに最新のテクノロジーを織り込んだ 

ハイパフォーマンスエンデューロマシン。圧 

倒的なパフォーマンスを披露する。 

Specifications 
エンジンおま 水冷4ストDOHC4バルブ単気銜 
排気量 449CC 

を马些を 一P当一取m 
巧大トルク ーkg-m/—rpm 
車両重量 126咕 
ミッションおが6段 

YZ250 

Price 

I化ML口。.1;，66万1 SCO円 

Color Variation 

国デっープバーブリッシュブJb-ソリッ巧 

シャープな切れ味銳ぃエンジン特性を披露Specifications_ 

する249CC水冷2ストピストンリ-ドバルブ誌;ン，が，線ストピストンり-ド"ルブ顚 

式単気筒エンジンを輯量かつスリムな車体ぉ萬些女 53.0ps/8000rpm 

に/ くランスよく搭載。軽快なハンドリング特查t 語号ni/750曲m -— 

性を実現したモトクロツサー。 ミッションぉま— 5段’"’ 

CRF250R CRF250R Black Edition 
CRF250R 

Price 

【だ型化口 3ぶ；166万6750円 

Color Variation 

実教でその性能を証明してきたバツテリーSpecifications 

レスの電子制御燃料噴が裝置を新採用する 

とともに、エンジンを新設計することで大幅お去-亞云 ’ 43PS71100邮m — 

な燃費と出力特性の向上を実現。2008モデク； 2.97kg-m/9500rpm 

ルを;をぐ軽量化が実施されている。 實？ションぉ式^造'泌9- 

CRF250Rブラックエディション 

Price 

I星68万7750円 

Color Variation 

■■ブラック 

エンジンならびに車体を部の熟成を図るこSpecifications 

とでドライバビリティ-を向上。ホンダのモ-^ぶ>を^一--が— 

トクロス競巧車の伝統ともいえるェクストIsSF 

を採用した追加エディシヨンが登場。 

排気量 249.4CC 
巧惠出力 43ps/11000rpm 
巧大トルク 2.97kg.m/9500rpm 
車両重《 103.2kg 
ミッションお式 5段__ 



YZ250F YZ250F White Limited Edition 
Y之250F YZ2已OFホワイト限定化お 

最適な剛性バランスを追求したアルミ製セSpecifications 

ミダブルクレードルフレームに、高回転で伸^疑^ンをを 

びやかな吹け上がりを見せる水を4ストS葡商— 42.8Pが105狐中m 

DOHC5バルブエンジンをセット。軽量かつ巧大トルク,3.0Kg-m/8500rpm 

ハ•ワフルな競技用モトクロスマシン。 

64万5750円 耐ム巧卜に, 65万6250円 

ホワイトで全身包み込まれたリミテッドエSpecifications 

ディション。コンペティションモデルとして論述を，が4"D0HC5バが峰面 

の駕張感じ加え、クール&スタイリッシュa岳■宙方 

な美しさを表現。洗練されたイメージがモ**八レク 

トクロッサーに新たな価値をもたらす。 ミッシこンぉホ 

RM-Z250 KX250F 
RM-Z250 

をれたレスポンスと出力特性を併せ持つSpecifications 

FCR37MXキャブレターを採用。排気量249CC 

水を4ストDOHC単気筒ユニットを高剛性フ 
レームにマウントしたモトクロッサー。リニ 

アな操作性と軽快な走破性を両立。 

エンジン形ホ 水冷4ストDOHC4バルフ単る间 
排を量 249CC 
巧离出力 43.7ps/11000rpm 
巧大トルク 3.1kg-m/8500rpm 
車両重量 102kg 
ミッションおま5段 

KX250F 

Price 

■'•巧;'ぶ.167万7000円 

Color Variation 

ESライムグリーン 

パワフルかつ扱いやすさを追ホした249CC水Specifications 

をDOHC単気筒ュニットを新設計のシャシ 

—に固定。エンジンは高回転域、才ーバーあ高出力 

ラン領域での性能がさらに向上し、シャーを大トル？_ 

プで切れのあるレスポンスを実現する。f芳ン-ぉま1;^"’ 

'ををき—水冷4スト90HC単ち® 
■ 「2490： 

KX250Fモンスターェナジー YZ125 

Price 

69万7000円 

AMAスーパークロス選手権&AMAモトクロ Specifications 

ス選手権でま躍するカワサキワークスチーン 

ムのスポンサー「モンスターエナジーJのグを考里^ 

ラフィックを採用。圧倒的なを在感を見せを大トル至 

つけるKXSSOFの追カロモデル。 1完^-ぉま5ほ 

.水冷4ストD0HC4バルブ単気巧 
249CC 

」—ps/—rpm_ 

104.3kg ~ 

Y2125 

国内125CCクラス唯一の2ストモトクロス競Specifications_ 

巧車。極れたスロットルレスポンスを発揮志ご三ンぉま' 水がストクランクまり-ド"ルブ単奇齿 
拼巧重 124CC 

する124CC水;令2ストクランク室リードバルぁ唾を- 39.0ps/11500rpm 

ブ式単気筒エンジンを軽量かつ剛性感じ長**トルク.名6咕-呼0000呼 

けたァルミフレ-ムに搭載。 器观設咕 

Price 

iimムHi!’ぶ: 56万7000円 

Color Variation 

CRF150R 
CRFl50円 

CRF150RII 
CRFl曰OR II 

専用設計のセミダブルクレードルフレーム 
にユニカムバルブトレイン機構を採用した 

149.7CC水冷OHC単気筒エンジンを搭載。フ 

ロントに倒立式、リアにはプロリンク式サス 

ペンションを採用したモトクロッサー。 

Specifications 
エンジンおま ホ冷^卜さ9HC単を巧 
巧巧* !149.7CC 
Jl击巧力 24.かが12500rpm 
«大トルク !1.46kg-m/10000rpm 
車両重* , 82.9kg 
ミッションお式 i 5段 

Price 

陋田ムロロ-川49万6650円 

Color Variation 

™ェクストij—ムレッド 

フロント19インチ&リア16インチのラージSpecifications 年のろ一、V Soec け ications 

ホイールを採用したCRF150Rの上級モデル< 

扱い易さを向上させることでネルレ者から上 
W±~h)l 級者まで幅広いユーザーにが応。2009排気 

音量レギュレ—ションにも適合。 

ンジンおま 水冷4ストSOHC単ち巧 
一- 

24.4ps/12500rpm 
.46kg-m/10000rpm 

ミッション形式 
84.9kg 
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YZ85LW 
T AM AHA/- r- VIA卜 

YZ85 
Y之8乱W 

Price 

ii;むaムはぷ-y 34万6500円 

Color Variation 

フロン19インチ&リア16インチのラージホSpecifications 

イールホ采用モデル。スチール製セミダブルク 

レードルフレームにま定したスロットルワー 

クを 提供す る排気量 84.7CC2 ス トクランク 

室リードバルブエンジンを搭載。 

エンジンおホ 水ち2ストクランク室りードバルフ'単ま巧 
がち量 84.7CC 
巧音出力 29.0ps/12000rpm 
巧大トルク 1.76kg-m/10前Orpm 
牽巧重ft 73.9kg 
ミッションおま6段 

YZ85 

33万6000円 

則若气方のssr船ストクランクきリ-ド,啤飾 
フルな加速を見せるエノンノ特性力魅力。卜排気量 84.7CC 

ラクシヨンを最大限に発揮するフレームは、 

取り回しやすいコンパクトな車がとす自まっ 

てレース時に高い賊闘力を発揮する。 

あ高出力 29.0PS/12000rpm 
巧大トルク 1.76kg-m/10500rpm 
車两重fi 71.0kg 
ミッションおま6段 
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KX85 
KX85 

KX85-I1 
KX85-II 

Price 

I:化吐ムミリ。;', 33万5000円 

Color Variation 

MライムグU-ン 

辟量で高い剛性を誇るペリメターフレームSpecifications _ 
，-。r ^ J. ■、ぃーム化一、んJ■■、。口っエンジン化ま 水ち2ストピストンりードバルブ単気® 
に85CCのキヤパン了ィかち又bれたパワフ排気量 'Mcc 

ルな2ストエンジンを搭載。インナーチュー«寓出力 ■-口/一rpm 
—kg-m/—rpm 

' 69kg 
ッシヨンおま6按 

プ径36mmの倒立フ□ントフォークをはじ户レク 

め、充実した装備が走りを支える。 

Price 

I爾:!ぶ!!'川35万6000円 

Color Variation 

mmライムグリーン 

フロント19インチ&リア16インチのホイ :/n-4r ^ — Snecifications Specifications — 一 

,1 W ■し4 ; 、•-丄ノ IIイ+护バロエンジンおま水がストビストンり-啤SK ルかセットされたフーンホイール化様。ハワ排気量 84CC 

ルフなエンジンと詳細なセッティングが可能巧言出力 ■ -ps/-rpm 
—kg-m/—rpm 

卓越した走破性を発揮する。 

CRF100F 
CRF100F 

CRF80F 

Price 

力強い走りを提供する99.2CC空冷OHC単気 

筒エンジン&5速ミッションを軽量かつ高剛 

性を誇るダイヤモンドフレームにセット。路 

面追従性を発揮するサスペンションを前後 

の足まわりに採用する。 

Specifications 
エンジンおま を冷4スト0HC単気巧 
排気量 。99.2CC 
巧萬出力 9.8Pが9500rpm 
巧大トルク 0.8!咕m/7000rpm 
車巧重S 78kg 
ミッションおホ5段 

Price 

国ぶi:血24万2550円 

Color Variation 

I*エクストU—ムレッド 

CRF100Fと共る設計の車体を持つ兄弟車。 

CRF100Fより小径となるフロント16インチ、 

リア14インチホイールをセット。足つき性 

にも優れ、C邮10OFより3.7kg軽い串体に 

より扱い易さを向上させている。 

Specifications 
エンジンおま 空を4ストOHCが巧巧 
排気 a 79.7CC 
巧富出力 8.8ps/l0000rpm 
お大トルク 0.66k日-m/9000中m 
車両重fi ■ 74kg 
ミッションおま5段 

CRF70F 
CRF70F 

CRF50F 

Price 

I巧aム描;;■お!17万6400円 

Price 

I;化…jnm16万5900円 

Color Variation 

排気量71.8CC空冷OHC単気筒エンジンじ自 

動遠ん、クラッチ&ボトムニュートラルま3速 

ミッションをセット。悪路の追従性に優れ 
たテレスコピックまフロントおよびカンチレ 

バーまリアサスペンションを採用。 

Specifications 
エンジンおホ 空冷4ストSOHC単気齿 
排気《 
お岳お力 
愚大トルク 
車両重* 
ミッション形ま 

71.8CC 
4.9ps/8000rpm 
0.51kg-m/3500rpm 
的kg 
3段 

ブローバイガス還元システムを採用した 

49.4CC空;令OHCエンジンを搭載。自動遠'レ 

クラッチ&ボトムニユートラルま3速ミッシ 

ヨンを組みをわせることで操作を簡単に。ス 

ロットルリミッターも搭載する。 

Specifications 
エンジンおま 空冷4ストS0HC単ち巧 
お情* 49.4CC 
巧奇出力 3.1ps/8500rpm 
巧大トルク 0.35kg-m/3500rpm 
車巧重$ 50kg 
ミッションおま3段 



TT-R50E 
TT-R50E 

YAMAHA' V 
PW80 
PW80 

YAMAHA 

Price Price 

49cc空冷SOHC単気筒エンジンにクラッチ 

操作不要の自動遠ん、クラッチ採用3速ミッ 
シヨンを組み合わせたキッズ向けエントリー 

マ シン。 倒立まフロントフォークを採用す 

るなど本格的な装備も魅力的だ。 

Specifications 
エンジンおま 空冷4ストSOHC2バルブ単気话 
排気* 49.5CC 
巧言出力 3.2ps/8500rpm 
巧大トルク 0.32kg-m/5500rpm 
車両重* 54.0kg (を巧重ffi) 
ミッション巧多が 3段 

式オイルダンパー&スプリングのモノクロス 

サスを採用。自動遠ん、クラッチ&3速ミッシ 
ョンを搭載するキッズモデル。 

强寓出力 4.8ps巧500rpm 
巧太トルク 0.64kg-m；5000rpm 
車両重ft 61.0kg 
ミッションが式3お 

PW50 
YAMAHA/ヤマハ 

DR-Z50 
PW50 肌250 

49CC空冷2ストエンジンを搭載したキッズ用 

オフロードバイク。ブレーキは自転車と同じ 

左右レバー式をセット。子供でも取り回し 

やすい約480mmの低シート高を実現し、幅 

広いライディングにが応する。 

Specifications 
エンジン形式 
排気量 
を高出力 
を大トルク 
車両重量 
ミッションおま 

空冷2ストクランク室りードバルブ単気南 
49CC 
2.5ps/5500rpm 
0.36kg-m/4500rpm 
39.0kg 
才ートマ 

Price 

オフロードライディングのを本を楽しく学ぶ 

ことができるキッズ向けモトクロスマシン。 

快適なトルク感を発揮する4ストエンジン 
じは、クラス唯一のセルスターター&キック 

スターターが共に装備されている。 

Specifications 
エンジンおま 水冷4ストD0HC4バルブ単気苗 

49CC 
强高出力 3.9ps/9500rpm 
あ大トルク 0.35kg-m/7000rpm 
車両至a 54kg 
ミッションおま3段 

KLX110 
KLX110 

KX65 
KX6己 

Price 

これからモーターサイクルに親しむキッズのSpecifications 

ための入門用モデル。堅串なバックボーンンぉホま冷4スト泌が2バルブ単ち面 

フレームに111CC空冷SOHC単気筒エンジン巧高出力 
111CC 
—P が一rpm 

を搭載。自動遠,。3速ミッションをはじめ、占ルク -咕m/-rpm 

巧いやすし、装備をセットする。 贯fンぉまr 

I:剛ぷ!!'!;', 21万4000円 

Price 

6速ミッシヨン搭載の本格的なキッス'用モト 

クロッサー。上級モデルのスタイルをそのま 

まに、64CC水冷2ストビストンリードバルブ 

ま単気筒エンジンや伸側の減衰力調整機構 

を持つ前後サスなど装備も充実。 

Specifications 
エンジン巧さま 水冷2ストピストンリ-ドバルブおち面 
排気« 64CC 
巧畜出力 一ps:—rpm 
想大トルク ーkg-m/—rpm 
車両巧：fi 60kg 
ミッション形ホ6段 

RTL260F 
新トリコロールカラーでイメージを一新 
装備も向上したトライアル競技用マシン 
排気量259CCの水冷SOHC単気筒エンジンを搭載した競巧用 
トライアルマシン。2009モデルではレンサルな製アルミテーパ 
-ハンドルバーとバーバッドを採用。またトップブリッジは 

FATバー専用形状、ステムまわりもワークス仕様と同じとする 

ことで卜ータル200gの軽量化に成巧している。 

Specifications 
エンジンおが 
巧ち量/ボアXストローク 
圧摇率 

水を4ストSOHC4バルブ學ち衔 
259cc/78mmX 54.2mm 

巧萬出力/巧大トルク 20.1 ps/7000rpm/2.36kg-m^5500rpm 
車両重S 72kg常ほ） 
が巧 —km/fi 
点义方が/お巧方ま フJレトラ/—* 
タンク容«/オイル容g 1.96/—C 
ミッション形式 5段 
サスペンション前パを 正立テレスコビック/スイングアーム 
ブレーキお/巧 シングルディスク/シングルディスク 
タイヤ前/?美 2.75-21/4.00-18 
フレーム形式 アルミツインチユーブ 

全幅： 830mm 
シ—卜萬： 650mm 
がほ地上寓： 335mm 
ホイールべース：1320mm 
巧小回お半径： 一m 83 



各部ノ くーツの解説か5冨礎知識まで 
これでカタ□グスぺックも怖くない 

オートバイ用語辞巧 
初む者ライダーにとって難しい専門用語は悩みの種。カタ 
□グをみても、ある程度の知識がなければそのオートバイ 
がどんな特徴を持っているのかすら理解でをません。ここ 
ではそんな悩みを解決すべく、オートバイを知る上でどう 
しても覚えておきたい基礎的な用語を集めてみました。 

nカウル 
已フェンダー 

已Iホイール 

□フ□ントフォーク 

巨！フユーエルタンク 

回シート 

Bマフラー 旧Uアブレーキ 

□スイングアーム EDフレーム 
□フ□ントブレーキ旧エンジン 

旧ラジエター 

の 八ンドル 

【ァ巧J 

■アイドUング 
エンジンが有効な出力を発をしていない無効 
運ち巧お。一狼にはスロットルを全閉時（ァ 
イドリングに'公、要なわずかな開度）のエンジ 
ンがただ回っているが態を指します。 

■足つを 
バイクに疫ったが態で、足の裏が地面と接地 
している巧態を指します。足つき性は、シー 
卜幅やステップの位坦などもを巧してくるた 
め、単純にカタログ巧個のシート富だけでは 
判巧できません。一度またがって確認するの 
が一番です。 

■遊び 
スロットルを開けようとしたとき、またクラッ 
チレバーやブレーキペダルなどを括もうとした 

ときの、力のかからない最初期の範囲。「遊び 
が多い」「遊びがみないJなど括われます。 

■圧縮比 

ンダへッドとビストンの間にできる燃焼室の 
容巧をYとしたとき、(X+Y)子Y=圧縮比と 
なります。一般に圧縮比が高いほど、それだ 
けほ発したときの膨張比が大きくなるため、 
熱巧まが良くなり出力が向上します。 

■アンダーステア 
コーナーを曲がる踪じか側にふくらんでしま 
う現ま。逆に巧側に切れ込んでいく現象を才 
-バーステアという。 

■ ETC 
エレクトリック-卜ール•コレクションシス 
テムの略で、有料道路の料を巧で停車せずに 
通過することのできる課金システム。利用す 
るためには専用のュニットおよびカードが退、 
要となります。 

■イモビライザー 
をおでは大型モデルを中むに標準採巧もされて 
いるを難防犯システム。キー側に送信傑、車両 
側に制御裝宙が組み込まれており、お定の信号 
が一致しないとェンジンが始動しません。 

■インジェクション 
(フューエルインジェクション=円） 
燃料喷射装置の一種のこと。コンピュータで 

燃料の巧射率を制御することで、キャブレタ 
-よりも細かいセッティングが可能になりま 
す。最近では、巧を問題でオートバイにも新 
しい排ガス規制が適用されるにあたり、すで 
じをくのモデルで採用されています。 

■インライン 
インラインとは、シリンダーの並ぶ方向とク 
ランクシャフトが一直線上に重なることを指 
します。つまりインライン4=並列4気巧を 
を巧します。このほか、シリンダーの巧列と 
してはV型、し型、水平が向、タンデム、スク 
エア、口ータリーなどの拓列があります。 

■ウインカー 
方向指示器のこと。フラッシャーとも呼ばれ 
ます。棺色または黄色のランプで、前巧方向 
から視詔できるよう、左ち対称に位Sしなく 
てはなりません。黄色または惜色切かに発光 
する物は違法となります。最近では、乗用車 
の様にレンズが白色のものもありますが、点 
減時は憧をとなるようじ内部のランプは苗色 
されています。 

■A己S 
アンチロックブレーキシステムのこと。商単 
にいえば「ブレーキをロックさせない機能J 

で、急ブレーキ時のロックによるスリップお 
よびお倒を防止するための機能です。タイヤ 
がロックしようとしたとき、断続的にブレー 
キ圧を繰めてロックを回避してくれます。 つ 
まりボンピングブレーキを自動的に行ってく 
れるシステムです。 

■エアフィルター（エアクリーナー） 
キャブレターに塵や埃など細かい異物が入ら 
ないようにするためのフイルター。スポンジ 
がのフィルターに専用のオイルをが巧させる 
ことでより防度性を富めた湿式エアフィルタ 
-とメンテナンスの必、要のない乾式エアフィ 
ルターがあります。 

■エキゾースト 
「排ち」のを味ですが、一おには排気ガスを巧 
くが気管（マフラー）のことを指しまず。エ 
キゾーストパイプなどはエキバイと瞄される 
ことも多く、マフラー全がをフルェキゾース 
卜と呼ぶこともあるようです。 

■SOHC 
シングル.才ーバーへッ 
ド-カムシャフトの略で、 
エンジン形式のひとつで 
す。吸排気バルブを動か 
すためのカムシャフトが1 

本だけのものを指します。 
ちなみにカムシャフトが2 

本あるものをDOHCと呼 
びます（Dはダブル）。 
DOHCじがして出力性能 
では劣りますが、製造コ 
ストやお费の点で大きな 
メリットを语ています。 

■LED 
ライト.エミッティング.ダイオードの略で、 

発光ダイオードのことでず。普通の電球と違 
い極性があり、インジケーターのランプなど 
によく使用されます。最近では高輝度LEDや 
さらに明るい超高輝度LEDが一披化し、プレ 
ーキランプなどにも使われることが増えてき 
ました。消費電力の少なさ、寿命の長さなど 
から今をさらに普及することは間違いありま 
せん。 

■エンジン 
原動機を意蛛します。才ートバイでは巧燃機 
関であるガソリンエンジンがほとんどです。 
ピストン往な式としては2ストローク（サイク 
ル）エンジンと4ストローク（サイクル）エン 
ジンがあり、回転式では口ータリーエンジン 
などもありましたが、現をのを流は4ストロー 
クエンジンとされています。 

■エンジンブレーキ 
エンジンの圧縮圧力を利巧して制動力を得る 
もので、いわゆる止まるためのブレーキ裝置 
とは異なります。走斤中にアクセルを房すと 
制動力が発生します。これがエンジンブレー 
キです。 つまりアクセルを開けているときと 
逆で、駆動おでエンジンが回されるために制 
動力を得ることができるのです。 

■オートマチック(AT)限定巧許 
2005年より導入された才ートバイの巧しいを 
許制度。スクーターを代表とする変速稱のな 
い才ートバイのみ運転することが可能です。 
通常の二輪免許とは違い、大型を許を取得し 

ても運おできる車雨は排気*目50CCまでのモデ 
ルに限をされています。 

■OHV 
才—パ-ヘッドバルブの ^ # 

略。-般にはカムがクラ^\\|^ 

ンクケース内に設置され— 

てし、て、プッシュロット• 

というをでヘッドにある 
バルブを開閉するタイプ 
のバルブシステム。ギア 
やチェーンなどでバルブ 
を動かすOHCと違い、バ ( 

ルブが開閉するたびにプ \、_^ノ^ 

ッシユロッドが上下するので、离回拉型のエ 
ンジンには向かないシステムです。 

■オイルフイルター 
エンジンオイル中の金属の唐巧した巧まやか 

部からの異物を巧過するためのフイルター。 
交換の目まはオイル交換2回に1回程度または 

走行おおで判断します。 

■オドメーター 
走行距難計のことで、工場出巧時が0kmに設 
をされていて、を行した々だけ巧稚が加Wさ 
れていきます。スピードメーターホに組み込 
まれていることがほとんどで、スピードメー 
夕ーケーブルによりメ ーター巧でギヤ醒動し、 
距離をカウントする構造になっています。中 
古車を購入する場さなど、このオドメーター 

が表示する数値が、車両のコンディションを 
計る目をじされているようです。 

[力行】 
■回睹数 
エンジンにおいてクランクが1分間にどれだけ 
回転するかを示した致値。また、その表示お 
置がタコメ ーターと呼ばれるものです。たと 
えば、タコメーターが5000rpmを表示してい 
れば、クランクがその1分間に5000回も回おし 
ているになります。 

■カウル 
主に空力やあよけのために設けられたか袋を 
指します。カウリングの略。フェアリングと 
呼ばれることもあります。を力巧性を重視し 
たスーバースボーツや富をツアラーには大型 
のカウルが装備されています。 



■カブる 
点义プラグがおやし切れなかったガソリン等で 
滿れてしまったが態。キック式の才ートバイで 
スムーズにエンジンを始動できなかった場含な 
どじ起こりやすく、一度カブらせてしまうと义 
巧が爾ばなくなり始動が困難になります。 

■カムシャフト 
が智の突起（カム）が設けられたシャフト。 
カムシャフトが回転ずることで、排気や吸気 
のバルブが開閉しますC 

■乾燥重量 
オイル、ガソリン、冷却水（水冷車の場合）な 
どを巧いた車がの重«。巧して、オイル、ガソ 
リン等を含むが態の重fiのことを装備重量、ま 
た車両重*と表記されることがあります。 

■ギア比 
ふたつのギアがかみ合っているが態で、片方 
のギアを1回転させるためにもう片方の回転す 
る比率です。たとえばギア比が3.75という表 
記の場含、負荷側のギアが1回転するために駆 
お側のギアが3.75回転しなければならないと 
いうことです。をギアの巧致からを出でき、 
•ぶ速比とも呼ばれます。 

■キャブレター 
気化器を患巧するの言葉で「キャブJと略して 
呼ばれることもしばしば。巧吹きのようにガソ 

リンを爲化させ空気と混ぜることで、混含気を 
作り出す装»。最近ではこのキャブレターの代 
わりに、畢子制御のフユーエルインジXクショ 
ンを採巧したモデルも巧えてきています。 

■キルスイッチ 
ハンドルの右側に装備されている、エンジン 

を停止させるためのスイッチ。お倒時の危険 
を考え、速やかにエンジンを停止させるため 
に、揉作しやずい位置に設置されています。 
一板にホや黄色のものがをいようです。 

は、オイルの規拌抵抗がなくプレート間に才 
イルがないので切れがよくなること。がして 
湿ホは摩擦板の摩耗がかな < 耐义性に極位で 
あるため、fi産車の大半が湿式を採用してい 
ます。またスクーターなどには、クラッチ自 
巧の回転による遠'レカでクラッチの継断を巧 

う遠ん、式も使われています。 

■クランク 
ピストンの上下運動を回転運動にをえるメカニ 
ズム。この部品をクランクシャフトと呼びます。 

■クルーザー 
—般に「アメリカンJと呼ばれるタイプの才 
—トバイを指します。低く長いフオルムが特 
徴で、手足を前方におけ出すようなポジシヨ 
ンで運拉します。搭載されるエンジンはV型2 

ち简がを流。 

■減衰力 
運動方向とほが向きに働く力のことで、オート 
バイではサスペンションのショックアブソーバ 
—に使われる言棄です。サスペンションはスプ 
リングだけでは安を性が得られません。ショッ 
クアブソーバーはスプリングが一旦縮んでもと 
の位理に戻ろうという動きのスピードを制御し 
ます。このとき働く力が诚袁力です。 

■ショックアブソーバー 
スプリングの反力によって起こる振動をミを衰 
する裝理。オイルがオリフィス（小さな巧） 
を通過するときじ発をする抵抗力を利用した、 
油圧ダンバーが一般的です。 

■シリンダー 
エンジン内部の簡巧の孔。この中をビストン 
がを復することで、エンジンとしての慟きが 
得られるます。 

■シャフトドライブ 
-般に才ートバイの後擒はチェーンじよって 
秘動しますが、一部にはチェーンではなくシ 
ャフトによって駆動するモデルがををします。 
シャフト自体は密閉されているため、埃や泥 
などで巧れにくく、 メンテナンスをあまり必 
要としないメリットがあります。 

■シングル 
単気简エンジンの呼称のひとつ。エンジンに 

シリンダーをひとつしか持たない才ートバイ 
をを巧します。 

■スーパースポーツ 
スポーツ走行を前提に開発されたハイスぺッ 
クマシン。をメーカーの最新巧術が存分に盛 
り込まれ、そのままサーキットに持ち込める 
ようなモデルもををします。加速な能やコー 
ナ リング性能に優れる反面、 極端に前傾した 
ポジションを強いられるため、長時間走行や 
市街地での走行には不向きな一面もあります。 

■混合気 
空気と巧がじしたガソリンからなる混合物。 
ガソリンの量によって「巧い」「活い」と表現 
されます。 

■セル 
セルフ式スターターの略。バッテリーでモー 
ターを驱動して、エンジンを始動させるちが. 

キックや押し掛けなどのように人間の力をか 
要としないため、セルフ（自力）まと呼ばれ 
ます。 

【夕行】 
■タコメーター 
エンジンの回転数を表示するメーターのこと。 
—般的にはイグニッションコイルからパルス 
信号を検出してエンジン回転をアナログ表示 
するものがをいようです。 

■立ちゴケ 
走行中のお倒ではを<、車両に廣ったが態で 
バランスを崩して転倒してしまうこと。小柄 
なライダーが大型車に乗ったおの停車時や停 
止時に発生しやすい。 

■タンデム 
ふたり乗りのこと。現行のを許制度ではを許 
取语巧1年間は禁止とされています。近年では 
一部区間を除き、高速道路、一部有料道路で 
もタンデムが巧能となりました。なお、原付 
は全面的に禁止されています。 

■チョーク 
エンジンの冷間始動時は混合気のガソリンを 
ぶいめじしないと始勤しに < い場合がをく、 
意図的にボソリンのをを巧やる也、要がありま 
す。このときチョークレバーを操作すること 
で、キャブレター巧部のチョークバルブで吸 
気通路が塞ぎ、ミまいめのガソリンが供給しま 
す。空気の里をおってガソリンを巧くする裝 
适であることから、首を巧める=チョークと 
表現されているわけです。 

■ツーリング 
才ートバイで旅巧をすること。「旅=ツアー」 
からきた言葉で、才ートバイに眼らずクルマ、 
自転車でも巧われます。 

■2スト□ーク（サイクル）エンジン 
吸気、圧縮、膨張、排気の4行程が化要を4ス 
トロークエンジンじがして、膨張と圧縮の2行 
程だけで作動するこ.とのできるエンジン。巧 
造もシンプルで、小さな排気量でも大きな出 
力を得られるというメリットがありましたが、 
燃费の改善や巧お問題への巧策が難しく、現 
をでは一部の小排気*車を除き、使用される 
ことがなくなりました。 

■クーラント 
水冷車に使巧される、エンジンを冷却するた 
めの水。正確には、沸点や融点を調整する専 
用巧を混ぜさわせた水のこと。この専用巧に 
は;まお防止や巧錶目的の添加剤などもままれ 
ています。 

■空冷エンジン 
走行することでエンジンに風を当て、シリンダ 
—やへッドに詰けられた冷却フィンにより熱を 
放出するタイプのエンジン。水冷エンジンのよ 
うじウォータージャケット（エンジン巧に設け 
られた冷巧水の通り道）を也、要としないため、 
捂Sかつシンプルな巧造が可能となります。水 
冷エンジンと比べ熱だれを起こしやすいため、 
高出力型のエンジンじは向きません。 

■クラッチ 
エンジンが発生させる回お力を駆動稳（を餘） 
に伝えたり切ったりする装置C才ートバイの 
場さ、多くは左手のレバーで操作します。大 
き〈巧けると無酒;育の乾ま、オイルに浸かっ 
ている湿まに区分されます。乾まのメリット 

■コンセプトモデル 
主にモーターシヨーなどのイベント出展用に 
をメーカーが制作する特巧な車両のこと。を 
メーカーのイメージゃ最新巧術を反映させた 
モデルがをく、巿跋されることはほとんどあ 
りませんが、才ートバイのま来を予測する上 
では非常に患味のあるモデルです。 

【サ行】 
■サスペンション 
路面の凹凸からくる振動をライダーや車イ本に 
伝えないように吸収し、ま給の路面への追従 
性を確イ呆するための装» (懸架お巧）。一般じ 
スプリングとショックアブソーバーからなる 
サスペンションユニットやフロントフオーク 
のことを指しますが、スイングアームやが随 
するリンク類もこれに含まれます。 

■CDI 
キャバシティブ•ディスチャージ.イグニッ 
ションの略です。点义システムのひとつで、 
トランジスタまの点义よりも点义時間が短く 
なり、エネルギー密度を大きくできるメリ’ソ 
卜があります。 

■かおエンジン 
エンジンの熱を放出する方まとして、水（ク 
-ラント）をを媒として使巧するタイプ。シ 
リンダー周辺にウォータージャケットを設け、 
この中に水を循環させて冷却します。温まつ 
た水はラジエターで冷やされ、エンジンへと 
循巧していきます。空冷式のエンジンと比べ 
て巧造は複雄になりますが、より確実な冷却 
巧果が得られます。 

■スイングアーム 
直訳すると「振り子の腕」で、両端の片方を 
支点として、もう片方を動かそうとする棒が 
の機械装置のことをスイングアームと呼びま 
す。才ートバイの場合、リアホイールをすえ 
るサスペンションの一部を指します。 

■スピードメーター 
公道を走る才ートバイに装巧が義務づけられて 
いる速度計。指がが速度を示すアナログホと直 
接数字が表示されるデジタル式があります。 

■ッアラー 
明確な定義はありませんが、ツーリングに適 
したオートバイの々類表現。ライダーの疲労 
を抑えるために、大型のカウル、前傾しすぎ 
ないライディングポジション、肉巧なシート 
やバッグやケースを固定するためのフック. 

小物入れがやAンドルが装備されている車两 

を寺旨します。 

■TC! 

トランジスタ•チヤージ•イグニッションの 
略です。点义システムのひとつで、従来のポ 
イント式点义システムより大きな巧流の開閉 
を可能とし、よりを定したお义を得られるシ 
ステムです。 
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■ディスクブレーキ 
ホイールと一体になって回ちする円盤（ディ 
スクローター）をバッドで挟み込むことで制 
動させるブレーキシステム。ドラムプレーキ 
じがして、放熱性にも僅れ、安をした効きが 
得られます。 

■テレスコピック 
才ートバイのフロントフォークに巧巧される 
塘造お巧で、スプリングとオイルダンバーを 
組み込んだインナーチユーブとアウターチユ 
ーブが望遠錠のように伸び縮みして、路面か 
らの街をを吸収します。多くの車両が正立夕 
イプ（アウターチユーブが下じくるタイプ） 
ですが、太いアウターチユープを上にするこ 
とで、高剛せ化を巧った倒立タイプも増えて 
きました。 

■トラクシヨン 
强勤力またはを引力のを。回おするタイヤが 
路商をつかんでオートバイを前へ押し出す力。 

■ドラムブレーキ 
ホイールと一体になって回転する円簡（ドラ 
ム）の内側にバッドくシユー）を押し当てる 
ことで制動力を駕をさせるブレーキシステム。 
また、ドラムの回転方向と逆回転方向の両方 
巧にシユーを当てるタイプのドラムブレーキ 
をリーデイング*トレーリング式と呼びます。 

■卜IJッブメーター 
走行距離が巧をされていくオドメーターにが 
して、手動でメーター孜値を0kmじ合わせる 
ことじより、巧をの区間の走行お難が測るこ 
とが可能です。ガソリン残ち計が装備されて 
いない才ートバイの場合、ガソリン満タン時 
に0kmに合わせ、ホのガソリン補給時に補給 
aで表示距離を割れば、簡単にお黄を計宮す 
ることができます。また、自分の才ートバイ 
の実お巧を巧ることで、トリップメーターの 
表示される走行g目焼から大がのガソリン残量 
を予想することができるのです。 

【ナ衍 
■ニーグリップ 
膝、足首をどで才ートバイ（タンクやステッ 
プ）を挟んで姿をを雑持すること。 

■握〇ゴヶ 
急ブレーキじよるお倒Cコーナーへの才ーバ 
ースビードでの侵乂や、ホ巧者等の急な巧び 
出しなどが主な原因となります。いわゆるパ 
ニックブレーキ時に起こりやすいC 

■ネイキッド 
明確な定養はありませんが、直訳すれば「裸」 
であり、一般にカウルレスの才ートバイをこ 
う呼びます。元々はフルカウル装»車をべ一 
スとしたカウルレスモデルを指すときに使わ 
れましたが、最近ではを々カウルの設定がな 
いモデルからビキニカウル装巧車まで、エン 
ジンの巧出したオンロードスポーツモデル全 
液をネイキッドと呼んでいます 

■燃費 
ガソリン1リットルでどれくらいの距雜を走れ 
るか示した数植。 

■ノッキング 
ガソリンエンジンの異常燃焼のことで、まじ 

過早舊义のが態でおこります:.特有の音や振 
動を伴ない、ひどい場含は富通、高圧により、 
バルブやビストンなどのエンジンを巧成する 
部品を損なします。オクタン価の高いガソリ 
ンではその清义性のあさから、レギュラーボ 
ソリンよりノッキングが生じにくいとされて 

います。 

【ハ行】 
■排気量 
エンジン巧において、をビストンがストロー 
クする容巧の合計。シリンダーの內径（ボア） 
から算出した面巧Xピストンの行程る（スト 
口ーク）X気简巧二排気*となりまず。 

■馬力 
力の大きさを表す単位で仕事率を患巧します。 
オートバイの場合、加速する力の大小を測る 
目まにもなります。ちなみに1馬力（PS)は 
75kgの重さの物がを1巧間で1mの富さじ持ち 
上げる力ですが、最近では従来のPS表記から 
KW表記に移行しつつあります。1馬力(PS) 

二0-735KWで計薄されます. 

■バルブ 
一躲に「弁Jを示す言葉ですが、才ートバイ 
で使巧される原、おどの場合が4ストロークエ 
ンジンの吸排気バルブを指します。ちなみに 
構造上、吸排気バルブが省略巧能な2スト□- 
クエンジンにも吸気を行うリードバルブがを 

をします。 

■半クラッチ（Aンクラ） 
クラッチが切れている巧態でもなく、完全に 
孩がったが態でもなく、おがりかけた巧態の 
ことを指します。主に発進の睽など、半クラ 
ッチを使うことにより、スムーズかつ滑らか 
に才ートバイを動かすことが巧能となります。 

■ビッグスクーター 
250CCクラスたi上のスクーターの意。原付およ 
び原が二種の小型スクーターと区別するため 
じ生まれた言葉。 

■4スト□ークエンジン 
口ぶ気、圧縮、膨張、排気の4行程でが烧をおこ 
なうエンジン。4回のピストンの動き（巧程） 
でエンジンを動かすことから4ストローク（4 

サイクル）エンジンと呼ばれています。現を、 
ガソリンエンジンとして最も完成度の高いエ 
ンジンであり、オートバイはほとんどの車两 
がこの4ストロークエンジンを搭載していま 
す。また4ストロークエンジンに巧して、ふた 
つの巧程でエンジンを動かすものを2ストロー 
クエンジンと呼びます。 

が張 排な 

■フューエルタンク 
フューエル=燃料であり、燃料（ガソリン） 

タンクを示します。 

■プラグ 
蓋というをみですがオートバイの場合、シリ 
ンダーへッドに装着され、圧縮混合気に電気 
乂巧を着乂する，ち义部蟲を指すことがほとん 
どです。スバークプラグ、イグニッションブ 
ラグ、点义ブラグなどとも呼ばれます。 

■ブレーキフルード 
油圧を利用してブレーキを作動させる瞭に使 
用される専用の液体。ブレーキ性能を維持す 
るためには定期的な交換が追、要です。油圧が 
のクラッチにも同じ液化が使用されます。 

■フレーム 
オートバイの車体を構成する骨組み，が寶には 
スチールやアルミなどの金属が使用され、ダブ 
ルクレードル、バックボーンなどそれぞれのモ 
デルに合わせてさまざまな巧さがが存をします。 

■フ□ントフオーク 
前搞を挟んで固をする2本の棒状のパーッ。サ 
スペンションの機能を持つものがほとんど。 

■ホイールべース 
前輪とをおの中ん、をつなぐ軸間距雜。一般的 
にはホールべースが短いほどコーナリング重 
視型に、長くなれば直線巧を型となります。 

【マ行】 
■マイナーチ卫ンジ（M/C) 
が11や機関に大きな変更はなく、部品単位で 
の小改をがおこなわれたモデルチェンジ。 

■マルチ 
シングル（単気お）エンジン搭載車に巧して 
使用される言葉で、2気简总上のエンジンが搭 
載された才ートバイを意味します。巧し「マ 
ルチパーパス」と巧う場合は「樓数の目的を 
持った才ートバイ」を患なし、この場をのマ 
ルチはエンジンとは無関係です。 

■ミッション 
トランスミッションの略で変速磯のことです。 
巧致のギアを利用ずることで、エンジンが発 
生させる力を走行を件にマッチしたトルクに 
を化させます。 

■モタード 
スーハ’ーモタードの礎語として使用されます。 
70年代末期のアメリカを発祥地とする舗装路 
とホ舗裝路の混在レース（スーバーバイカー 
ズ） は、 80年代にはフランスへ舞台を移し、 
現在のスーパーモタードと呼ばれるひとつの 
レースカテゴリーになりました。その競技車 

じ習って、オフロードモデルをベースにフロ 
ントタイヤを小径化&オンロードタイヤを巧 
かせた車両がミま目を集め、巿販車としても発 
売されるようじなりました。 

■MotoGP (モトジーピー） 
口ードレース世界選手権。才ートバイの口一 
ド レー ス における愚富巧クラス。 かつては 

WGP (世巧グランプリ）と呼ばれていました 
が、2002年におこなわれた大きなレギュレー 
ション変更に伴い、をおが変更されました。 

[ャ衍 
■ユニットスイング 
リアタイヤとエンジンュニットが一体となつ 
て上下するリアサスペンション巧造のこと。 
スクーターじをく使用されます。どうしても 
バネ下重量が重くありがちであるため、适お 
のビッグスクーターでは通常の才ートバイと 
同様にスイングアームが採巧されています二 

■油冷エンジン 
基本構造は空冷エンジンと同じですが、運お 
中にエンジンが富温になると、シリンダーへ 

ッドに冷却用オイルを巧射し、お焼室上部の 
冷却を図るというシステムです。水冷エンジ 
ンのようにネ复錐な構造にならず、空冷エンジ 
ンより冷が効果が期待できる方まです。一部 
のスズキ車に採箱されています。 

【ラ巧] 
■ラジェター 
を行風によって水冷まェンジンの熱を大気に 
放出するための装a,内部でクーラントが流 
れる褐造となっており、表面の面巧が大きく 
なるほど高い冷却効果を得ることができます： 

■リーン 
オートバイで車がを傾けるときに使われるラ 
イダーの姿勢を表す言菜。リーンイン（車体 
より巧側じかを愼ける乗り方）、リーンウイズ 
(車がとライダーの傾きが同一線上にくる乗り 
方）、リーンアウト（車体を押さえ込むように 
体をが側におこす乗りち）じ々けられます。 

タコメーターの回転領域でホく塗られた部々。 
エンジンの破損につながる過回お領域を指し 
ます：連続してこの領域まで回転巧を上ける 
ことは大変危険です。 

【ヮ巧】 
■ワインディング 
ワインディングロードの梅。巧がりくねった道二 
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you "Ready to Race"? » 

KTM JAPAN KK 
,r 2-5-7 Ariake, Koto-ku, Tokyo, Japan 135-0063 

.r Phone:的-3527-8885 Fax:的-3527-8890 

KはEUtt巧です‘日本l巧入するモデルは仕巧が異なります。 
•はフロライターのを污夕かしたものです。とをではな！留まをずり、巧をに里ちをおまUKだれ、。 

1190 RC8 R 
メーカーお望小売®巧(車両本体価巧）235方2000円(224万円) 

トド DELER NETWORK 

•''.-'，し' '.…：'’[KTMのオフイシャルデザインを用いたKTM斯惦です。アフターパーツ•乃ルルも®リ撤えていまず。] 

KTMお台巧 まを都港区台場1-6-1デックスまをビーチシーサイドモールげ 西03-3599-2230 

口M巧田谷 まま都巧田谷区深がり5-6 。〇3-3703-0125 

口 M巧玉 埼玉忌 さし、たまホお区西堀6-19-19 狂048-839-3321 

KTMiS玉南 埼玉県抽ヶ谷ホお町1-6-11 面048-288-81卵 

1M M川.i1:IIパKTMの全モデルを巧り巧つてし、る灯M正規ディーラーです。(KTM ONLYはKTMき門店です)] 

ひclone 化巧道 化幌ホ手お运手稻本町2ホ5-2-1 aoih681-0265 

ツ—アンドフォ— 北’海道 ちル牧ホま開巧3-19-3 SOI 44-55-0110 

モト•ブロ化台 宮城県 仙台ホ泉区巧を巧宇寺下62-1 田022-371-0027 

モト•ビルド神原 巧巧県笠間ホ巧間1089-1 巧0296-72-0159 

モトシヨップシロタ 群馬県 离崎巿中尾町456イ 0027-361-0222 

巧力居 まを都 が並区宮前5-14~14 凸03-3334"2760 

モー女ーフィールドフロンティア東を都 町田ホ小1111251 «042-795-89的 

れ富才-卜お売 神刹惧横お巿港北区な原西町23ぶ 面045-432-7736 

ベ-スキャンブ 神規H県篇食利領谷2-18-5 。〇467兽4353 

川がータース元お 爵岡県減'ホや区元巧町76-5 0053-478-0877 

ユーロ.モト 大限巧 

イン/行(KTM ONLY) 兵庫県 

Orange Pit Fukuyama (KTM ONLY)広を県 

ステイープMCサプライ 福岡県 

を都ホ左を区松ケ椅河原田6-7 

巧山ホ•ま之が町ま之が206*1 

巧巧郡那巧川巧観晴がお5-20 

西彼な郡時津町’浦巧。も5 

1)り飢ぶSHOP DOMモータ—サイかKD中でもモトクロスやエンデュ—口を中な耶りてし々ディ—;;_です1 
《写真の1190 RC8Rは巧り扱っておりませんので、ごを意くださし、 7 tsp-j 

f 北瓶® 减リホ旭町条10 狂0166-5牛5051 

ルーシング巧山 広苗お 福山ホ手巧町-1-5 狂084-924-2935 

•バイクZIM 福岡県 化丸州市八巧西区な下町26-卵 n093-643-6888 

Kl'lW CREDIT KTMのさモデルを值金利の口ーンで巧入でをる、解りなクレジットサ—ビスです。 

K'け.'.I ASSISTANCE 24時間•年中な休の口-ドサ—ビスび、2年間誠で巧巧丈れています。* 

Klft/I PROTECTION CLUB ご巧入後にご入をいただくと、2年間のを難補償サ-ビスが受けられます。* 

が•ロカげ巧を事兩ゃサ-tス两容などの時しい宙视ま、KTMホ—ムぺ-ジをごKCだされの掛WW..!袖卜細姑化け",か 



お巧くの八ーレーのお店にぜひお越しください! HDJ正規版壳が(巧道府県別）- 

I • HDJ契約正規破売店 HDJ正規販売網LTRショップ♦ HDJ認定下-ステージディーラー 

•化巧巧ハーレーダビット•ソンネし巧. 
参化巧道/トレ-ダビブドソンハウス寸—トランドが！… 
♦化巧進オートランド♦し视/手巧巧. 
化巧進オートジョンブル. 
化巧道函巧マジマ. 
化巧道山巧モータース… 

参化巧道ライダーズプロショップマック化見 
♦化巧道お村巧を. 
♦靑巧才ートセンター靑巧. 
♦靑巧ハーレーダビッドソン八戸. 
参ち手モトワークス•アイアンロード. 00197-6も2430 

.ハーレーダビッドソン惹手.访)19^601-3677 

0011ぶ31-1180 
。〇">892-3373 
0011^65-3751 
00166-32-5155 
00138-51-4686 
00155-34-4263 
00157-36^190 
0011-383-7394 
0017-739^255 
00178-21-1522 

♦を• 

♦ま巧ハーレ- 
♦を巧ハーレーダビッドソン仙1 
玄巧レターショップ石卷 

参巧田ハーレーダビット'ソこ 
田ヒートワン 

- 0022- 
192-27*0431 
>2-374-8880 
>2-746-8838 

>ン巧田… 

_.，おチェリーズハーレーダビット•ソン山お.. 
•福Aハーレーダビッドソン巧*. 
福Aワークスサクライ 

•福*ブイモン； 
•巧—— 一 
»巧巧ハーレ 

早ンスター 

•—ダビット 

• 00225-23-8080 
• n018-883-1853 
.。〇182-32-5848 
.^023-629-8055 
•。〇24-947か00 
• 0024-552-6711 
• »024-591 

.. ■レーダビット•ソンレインボー 
•巧巧ハーレーダビッドソン下巧…… 
♦巧巧ハーレーダビッドソンつくば… 
•巧巧才ートショップテラカド. 
巧巧レターショップ木戸•• 
巧城ウェストウッド井原巧を 

参巧木ハーレーダビッドソン小山…… 
♦巧木ハーレーダビッドソン巧巧…… 
参巧木バイクヤ/ハーレーショップ… 
参巧木ハーレーダビッドソン宇がま… 
♦巧木モトショップコブレ••… 
参巧木マチダオートセンター 
参巧木モトメック. 
参な用ハーレーダビッドソンお馬• 
•巧巧ヤナセォ- 

»024-591-2391 
00246-54-8320 
。〇29-822ぶ666 22ぶ666 

• 00296-21-1180 
- 0029^54-1180 
• 002み2824888 
- 002み252-7420 

00297-62-0149 
00285-20-1180 
00282-86-8080 
00287-62-8011 
«028-633-0180 
00283-25-1895 
tt02B4-71-l689 
00285<83-8683 

• 00270-61-1180 
•。〇27-362*8234 
.。〇27-2が7272 
•。〇276*45*8003 

群Wワールドモトランド. 
参なWエム•シー•ファクトリーフクミ 
•巧玉ビッグバイクワールド&須. 0048-52も2238 
参巧玉ハーレーダビッドソン巧玉化.»048-549-2377 
•巧玉ハーダビッドソンセントラルバリに巧……《048-222-2828 
♦巧玉A-レーダビッドソンセントラル/巧巧巧……〇0冬293も3366 
参巧玉ピットインハーレーダビット•ソン. 0048•642ぶ345 
•巧玉ハーレーダビッドソン巿バ商を. 〇04も584«5580 
参巧玉Hiro’sハーレーダビッドソン. 0048-571-8180 
♦巧玉モーターランドエムェム. 0048■721-7948 

♦巧玉ハーレーダビッドソンシティ/川お巧……《04み249-22日0 
巧玉クリアランス. 0048-932-2222 

参巧玉スズヤオート. 〇04も777-0日11 
参巧玉ぺージワン...... 004日-738-9200 
♦千巧A-レーダビッドソングッドウッド. 0047-358-8403 
♦千巧メガディーラーハーレーダビッドソンね戸……0047•303^41日0 
♦千巧ハーレーダビッドソン成田. 00476-28-0551 
参千巧ハーレーダビッドソン幕巧. 0043<203-5580 
♦千巧ハーレーダビッドソンシティ/巧店……004•7192-2080 
千巧レターショップ巿巧.《0436-20-日055 
千巧アイアンイーグル. 00479-70-6280 

♦巧巧ハーレーダビット•ソングッドウッド/を立巧…〇〇も5831-8015 
♦東巧ハーレーダビッドソンシティ/巧を巧……C0来5458-0080 
参東巧ハーレーダビッドソンシティ/西巧巧店…0042-465-0080 
•巧巧ハーレーダビッドソンシティ，中巧巧……《03-6909-り80 
•巧まハーレーダビッドソン巧宿. 003-3374*9080 
参巧巧ウインドジャマー. 003-3530-8019 
♦ま京唐まモータース/西巧么店.«03-3778-8510 
♦巧巧ハーレーダビッドソン龜戸.《0も5627-3050 
♦ま京ハーレーダビッドソン調布. 0042-482-1188 
参巧巧ハーレーダビッドソン巧が山.a042-392-8080 
•巧巧ハーレーダビッドソンヨーヨー. 〇03-3909~4040 
♦巧巧フリーダム•ナナ/多■巧店.《042-316-6161 
参東巧ハーレーダビッドソン巧巧.a03-3978-8338 
♦巧巧ハーレーダビッドソン巧巧のを. 0042•544>8081 
•巧巧モい\ウスアルファ. 0042-457-5580 
参巧巧ハーレーダビッドソン世田る. 003-5760-8080 
♦巧巧ハーレーダビッドソンバルコム，わが巧…003-5829-8朗〇 
巧京レターショップ八王子. 00426*45-6105 

♦巧京ウインドジャマーズ.a042-363*4胡3 
♦巧热IIハーレーダビッドソン巧巧巧.tt042-751-2121 
•巧を川丸富才ート巧巧.a04も481-5500 
•巧ちり1ハーレーダビット•ソンマルトミ/藤巧店…《0466ィ4-5219 
♦巧きリIハーレーダビット•ソン巧巧. 00467-86-8000 
♦神まリIユーメディア/厚木店.《046-225-1710 
•神巧川ユーメディア，/横お靑巧店. 0045.wa-soso 
参神を川ハーレーダビッドソン横浜.fi045~628-1080 
参神を川イーグルスター/«巧«巧. 0046-827.0800 
♦神き川イ•■グルスター,/巧かお店. 004も701-8如2 
参巧を川イーグルスター,''港巧戸巧店.n045*824-0166 
神を川プレイン. 0045-944«0的3 

♦神きリIユーメディア'小田お店.》0465-21-0099 
♦巧をりI —国サイクルワークス.》045«342-5438 
参神をリIアクセスモーターサイクル.》04も891-5777 
参巧•其アルファインターナショナル.》02も290-80日0 
♦巧’為アルファ/上越店. 0025*522-2006 
•巧巧ハーレーダビッドソンる岡.a025日-20-5400 
参が泪ハーレーダビッドソンレイクウッド. 0025-263-2367 

巧泪上巧巧を. 
参巧•其アルファ巧泪. 
♦巧巧大巧ホンダ. 
参■山ハーレーダビッドソン窗山… 

V山巧憲モータース. 
♦石リIハーレーダビッドソンを巧… 
♦石リIモーターサイクルリバー’ 

ハーレーダI 
ハーレーダI 

I—ダビッドソン巧井… 
I—ダビッドソン山梨… 

♦山梨才ートサイクルショップヤノ…… 
•ホ巧ハーレーダビッドソン及巧. 

巧吉巧モータース/巧化巧. 
参是巧ハーレーダビッドソン巧巧. 
•ち巧ホッグハウス. 
参る巧ハーレーダビッドソンモトロマン 

*巧フクザワオート. 
参ちをハーレーダビッドソン围立… 
♦巧-一. 
♦巧. 
♦おi 
参 
♦ W巧ハーレーダビッドソン浜お… 
♦が巧ハーレーダビット•ソンメガ東#巧. 
が巧モータープラザカワイ- 
一 巧ハーレーダビッド、< 

。〇257-24«89的 
。〇25,241ぶ439 
0025-779-3021 
0076-420-2680 
00766-91-5566 
。〇76-232-3980 
0076-216*8008 
00776-57-8800 
0055-285-7880 
0055-263-1521 
00263-52-1075 
00265-79-7443 
00266-82-5180 
00268-27-1157 
。〇2も285-5212 
。〇265-25-2056 

r058-271-8795 をハーレーダビッドソン围立. 0058-271^795 
ネケー•レーシングクラブ. 00577-34ぶ303 
車バイクハウス•ストリ-ム.1*0574-63-1188 
巧A-レーダビット•ソンタオカ巧巧.C055.952-2203 
巧ワタナベモータース. 0054•286"1515 

)53-466-321 

参受巧ハーレーダビッドソンな立. 
♦ *巧ハーレーダビット•ソン里巧. 
♦巧巧ハーレーダビッドソンを古虽…… 
参を巧ハーレーダビッドソンメガ巧巧… 
巧ち}カワセモータース. 

-C0566-83-2303 
-a0532-31-6404 
- 0052-771-8080 
■。〇564-33-0220 
- 0052-981-7087 

巧バイクエリアダンガリー. 0052"eoi-iBis 
fi才ート•レク/松巧店. 00598>51-5322 
■ハーレーダビッドソンミ*/みを店……《059-364>6433 
Sハ—レ—ダビット•ソン=5/巧ま巧 
■モトクラフトケイ. 
fiナカモータース. 
aナルカワ. 
W才-トシヨツプフタバ 
«ハーレーダt 

059-245-3* 
0596-20-1： 

• 00595-64-3467 
- 0059-393-2128 
• 00749-24-5567 

•ーダビット•ソンおg. »077-56も7880 
—ダビッドソン巧巧. 0075-602-3780 
I-ダビッドソン巧が/巧西.《075-335»0804 
一.. • 0075-703-0051 

おハーレーダビッドソン巧巧. 0072-890*3800 
巧プロショップバイサイド.な072-281ぷ789 
巧ハーレーダビッドソン巧大巧.》0も6目18*7272 
巧ハーレーダビ•こ- 一 -»06-6451-4433 

♦大巧ハーレーダビット•ソンテイク巧大巧……006^769-2891 
参大巧ハーレーダビッドソンテイク*お. 0072-7 
大巧モトワールドモし 

垂大巧か*ちま田… 
参兵麻ハーレーダビット•ソンテイク巧S • 
♦兵度ハーレーダビット•ソン神戸. 
♦兵度寺田モータース. 
♦兵靡ハーレーダビッドソンプラザ伊丹¬ 

- 麻に巧日産自巧車， 
mライダーズクロス神戸づヒ巧 

• 0079-23 

♦巧をハーレーダビッドソン巧を 

♦巧山バイクプラザヤマノ- 
参巧山ハーレーダビッドソンバルコム/罔山を. 
参にAハーレ—ダビッドソンバルコム/広AJS. 
♦広*ハーレ-ダビッドソンバルコム/福山が 
•広Aバイクセンター西条…… 
参山口な巧モータース. 

ロハーレーダビット•ソン曲巧 
-Iシオカ… 才ートショップ3シオ 

ビッグバイクを国- 
ハーレーダビッドソニ .巧*… 

ン香"い" 
シブルーパンサーー 

. 00835-38^151 
• *50827-28-2456 
. 0088-666-1828 
• 0087-864^066 
• &089-958-1080 巧ハーレーダビッド、， 

お巧バイクハウス巧が.«089-953^16 
•を巧才ートショップフジタ. 00897•33-3879 
♦な巧/、ーレーダビッドソン在巧.行088*860*1380 
参奋巧才ートショップオジマ. 00880-37-0302 
参巧巧ハーレーダビッドソン巧巧. 0092-504»1朗1 
垂巧巧ハーレーダビット•ソン巧巧ウェスト……が)92ぶ1ぶ 
♦巧巧マスターズ. 0092-r 
巧巧ドリームズ. 0093 

>お«ハーレーダビット'、-•… ♦佐«ハーレーダビット•ソンを«•••• 
•を«モーターワールドクリエイト. 
♦る巧ハーレーダビッドソンる巧…. 巧ハーレーダI 
♦ち巧ハーレーダビッドソン巧な巧 
♦お本ハーレーダビッドソンお本… 
参大々ハーレーダビッドソンブ— 

— タビッド 

092-583-W10 
093-614-1550 
0942-830080 

ttO955-42-3430 
0095-838^915 
00956.20.1808 

. 0096-273-2700 

•ち巧ハーレーダビッドソンま巧. 
•宮巧ハーレーダビッドソンユタカシティ…• 
宮巧车な巧. 

争巧巧Aバイカーズステーションアクティブ• 
参鹿巧A M—レーダビッドソンち巧*. 
度化A才ートショップ松元. 

参沖«ハーレーダビッドソンホ«…… 
•み用モトフリークウイリー" 

• 0097-522-7090 
. 00985-86-5180 
.tS0985-32-5580 

00982-63-5599 
0099-251-8990 
00995-64-533! 
0099-226^18! 



どんなご質問でちお気軽I 
お尋ね<ださい 

今、八ーレーだか6でをる！! 

H-DlSOm 

当ローンは新車のみがが巧となります。中を車をご巧入のおを巧は、*ち120回拉いまでとさせていた巧きます。 
%紀なしている実«年率は2009年1か日現巧のものです。※実資年率は予告なくをまする巧合があります。 

価巧を抑无たシンプルな一体聖登場 

參 A-レ— アンテナー巧型 
ま用巨TC它ット 

巧巧巧ぶ苗たa 

巧巧•:ミ丘ft进 
’消費税込希望小売価な¥31,395 

※上記価巧は、取付エ貨およびセットアップ料をを含んでおります。 

.\、i,ぶ，お客様とお店で挑むハーレーカスタムの祭巧 
Make Your Bike Special 〇 

Custom L ontest 
参加ち募集中！ 

当店自慢のカスタム車も展示! 
コンテストの詳しい巧容はHDulホームページをご巧 < だをい 

NEWカタ□グ& 
胃資料プレゼント！ 

2009年 2009年モデル 
車両カタログ 試乗レポート 

HDJホームページか百ご請巧いただけまず 
http://www.harley-davidson.co.jp/ 

A ご招巧いただいた方だけに 

圈 PC用 
才Uジナル壁紙 
プレゼント！ 

ハーレーダビッドソンジャパン株式会社 
〒108-0014ま京都港区をtT目2を3号NOF芝ビル 

http://www.harley-davidson.co.jp/ 

適正表示で二輸車販巧をお進する 
普ミa動車公正®引協薄を•を員店 

参HDJ巧が正規版巧巧 
•HDJ正規巧充組LTRショップ 
•HDJ巧定T-ステージディーラー 
は全店加入 

s人情巧に田しまして：巧人のな巧巧なのなgを目的としたns人情巧なa刹が2005年4月1日より施巧されました。これに伴い、/、ーレーダビット’ソンジャパン巧まさな(HDJ)ではrプライバシーポリシーJをお定し、公まホームページ上でま梯に公表するとともじ.個人巧巧のa•法、巧出等の巧止に巧めております：I 



隨科!^V3達规! 毎年スペインで開惟されている、世巧のジャーナリストが一同に会して行われる比巧な乗テスト。 

巧の3気筒モデルとして、激化するス—パ-スポーツクラスのステージにエントリ-してリ来、デ仆ナ675は不変のトツプモデルとしての 
地位を築し、てきました。そして今、新たなデイトナ伝説が始まります。最大出力は128PSに拡大し、乾燥重量は3kg減量。 

新しし、フルアジャスタブルサスペンショソこより、ライダーはハイスピード、口ースピ-ドそれぞれの減衰を調整することが可能になりました。 
これらさまざまな進化は、きっと乗る者すべてに新しい感動をもたらすことでいう。 

ニュー•デイトナ675ごモ約キャンペーン実施中！ 
シリアルナンバー入り純銀ペンダントトツププレゼント！ 

ホち 
150をな 

t無くなり々第, 
按了！ 

/Create ym\ 

<全国正規販売店一覧> トライアンフ製品のお求めは全国の正規販売店にて。 
トライアンフワールド店一覧 
【宮城】トライアンフ仙台 
【栃木)トライアンフ宇都宮 
隙馬】トライアンフ高崎 
【千葉】トライアンフ巿川 
【巧玉]トライアンフ巧玉南 
【巧玉】トライアンフ川越 
【東を】トライアンフ東京みなと 
【東京】トライアンフ練馬 
【東京】トライアンフま京ウェスト 
恃京！トライアンフ墨田 
Iま京】トライアンフま京大田 
【巧蔚II】トライアンフお浜化 
【神奈リI!トライアンフ横浜ウェスト 
【神奈川]トライアンフ相模原 

022-727-6737 
028-651-3210 
027-384-8881 
047-306-1050 
048-854-2189 
049-228-0151 
03-3451-0457 
03-3559-1137 
042-312-0055 
03-5247-3105 
03-3737-1811 
045-470-3988 
045-355-5322 
042-759-0070 

[神蔚II】トライアンフ湘南 
[辞岡】トライアンフH島 
悄岡】トライアンフ浜松 
【長野】トライアンフ上田 
憎知】トライアンフ隹田 
【を巧】トライアンフ名古屋イースト 
[=重】トライアンフ鈴鹿 
[大阪】トライアンフ大股中央 
【大阪】トライアンフ高被 
【京都】トライアンフ京都 
【兵庫】トライアンフ神戸イースト 
[岡山】トライアンフ岡山 
【広島】トライアンフに島 
【福岡】トライアンフ福岡 

0463.26-7790 
055-986-7924 
053-422-6711 
0268-25-2750 
0120-110-840 
0561-67-1222 
059-373-7715 
06-6913-1088 
075-962-3574 
075-604-5727 
050-3385-7730 
086-482-1517 
082-877-8887 
092-526-0515 

トライアンフコーナー店一覧 
陪城】ビックバイクショップ仙台 
【埼玉】金城IVY RACING 
[東京!福旧モータ-商会 
惜知】中部ミスターバイク 
【岐阜レースウイングジエーシー 
惊都】サッシュ 

022-241-9871 
0489-56-2780 
03-3468-6841 
0568-84-5251 
068-272-8963 
075-612-2288 

【山 口】宇部バイク 0836-21-0035 

悟 JII】セントラルオートそごラ 087-843-5566 

【徳 島】インディーズ 088-637-0527 

【長 崎け一い、ウスアツ 095-886-8177 

【能 本】ガレージカオス 096-232-0995 
【鹿児島】ユーロガレ—ジ•ナガタ 099-251-9167 

※左記の店舗は、新しし、グロ-バル基巧のストア—デザインを巧入した、トライアンフ専門店およびトライアンフ専巧 
シヨールームを有する正規販売店rトライアンフワールド」店です。 

GO YOUR OWN WAY 
www.triumphmotorcydes.com 

Triumph Motorcycles Limited 日本を人 
トライでンフシ—ヤ/ くン株式会社 

*写真の車巧は•まおの仕樣と異なる巧合がございます。*表示価がじは、税金;消»税挽く Mを除亂登録等に伴う谋黄胤主含まれ？お:逆,んこ* 
补ライアンフ正規版巧店でご麻入されたすベてのトライアンフ備車)じは、2年剛巨離無制巧の品K保なと口ードアシスタンスサ-ヒスがが巧します。 
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より身近になった輸入車購入 

IMPORT MODEL 
DEALER GUIDE 
インポートモデル•ディーラーガイド 

輸入車は「壊れる」「お金びかかる」。そんな印象を持っている人はまだまだをい。しかしそのイメージはひと 
昔前に作られたもの。正規ディーラーが整備された今、輸入車は安むして、もっと身近に親しめる選択肢なのだ。 
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IMPORT MODEL DEALER GUIDE 

万をのサポートをを国で受けられる幢れのブランド 

HARLEYDAVID 
八ーレーダビッドソン 

メガディーラーには車両展示はもちろん、A- 

レーダビッドソンに関わるファッションアイテムや 
カスタム/ッもををく販売されてぃる。さらに 

ま節に合わせたディスプレイなどファミリーでも 
楽しめる、アミューズメンい'f-クのような空間 
が造られる。店舗によってはカフェも併設され 
るため、才一ぃ《イ巧入のためでなくち控じ立 
ちまることも可能。さらにる店舗には試乗まも 
用意されているため、ちょっと乗りに行くという 
麽3*でも0Kだ。 

均一のヴービスを提供でをる 
を国150店のネットワーク 

輸入車全般に当てはまるイメージと 

して、「壊れた時に部品がなかなか届 

かない」や「修理代が高額になって 

しまう」といった維持にかかる不安を 

持ってし、る人も少なくはない。 

しかしビンテージモデルを除いた、 

現行モデルに関していえば、所有す 

るにあたって問題となる点はない。実 

際に現を搭載されるエボリューシヨン 

エンジンの開発コンセプトは「誰にで 

も扱いやすい」というもの。このコン 

セプトを実現しつつ50万kmといわ 

れる耐义性を確イ呆することから、大き 

なトラカレに見舞われることはほとんど 

なし、。電装系に関してもを部に日本 

製品を組み込むことで信頼性を大幅 

にアップしている。これに加えてメー 

力一の 3 年イ呆証が加わることで、 ラ 

ンニングコストは思、っているじ(上に抑 

えることができる。 

万が一のトラカレがあったとしても、 

全国で約150店舗にもミ度るディー 

ラーネットワークによって万全のサポー 

卜体制を完備。これらネットワークに 

加盟しているスタッフは、テクニカル 

センターで年に1回の研修を受ける 

ことで巧一の知識とは術力を学んで 

いるため、全国で均一のサービスを 

提供することができるとし、うわけだ。 

そう考えると現在、ハーレーダビッ 

ドソンにがするネガティブなイメージは 

持つ'必要がまったくない。場含によっ 

ては国産車Jii上のサービスや満足感 

を得られるだろう。もちろん購入後も 

カスタマイズへのが■応や、ツーリング 

イベントなども開催しているため、乗 

り始めてからの楽しみも深まる。 

取材協力 

ハーレーダビッドソン昭和の巧 

広い店舗には常時全磯種をディスプレイしている 

ほか、アパレルや雑貨、カスタムパーツなど様々 

なアイテムが販売される。試乗コースは全長約 

1.5kmを敷地内に持つため、普通自動二輪免 

許でも試乗が可能。併設されるカフェではお得な 

ランチも用意。家族で出かけられるスポットだ。 



IMPO机 MODEL DEALER GUI化 

Pi—無二のフィーリングを体感できるがび 

BUELL 
ビューエル 

店内にはビューェル正規品!のウェアやカスタムバーツ、ラインアップもディスプレイされる。もちろん 
試乗まも用ちされているため、ビューェルにがするイメージを実防こ体験に巧えることもできる。ま 
た店舗じよってはオリジナルのカスタムモデルをディスプレイするなど、よりリアルにビューェルの楽し 
み方を巧ちしてくれることもある。まずはコーヒーを软みに巧くおちで、気程にディーラーを訪れてみ 
るだけでもOKだ。 

イニシャルコストを抑えた 
賢い買い方を提案して <れる 

はじめてビューェルを購入するュー 

ザーのため、乗り出し時のコストを抑 

える買いちのひとつが長期口ーン。 

ハーレーダビッドソンで883が月々 

3000円から買えることで話題を呼ん 

だ150回口ーンもそのひとつ。当然 

ながら150回口ーンはビューェルに 

も当てはまり、初期お資や月々の支 

払し、を抑えることができるのだ。 

ちなみに乗り出し時にかかる費用 

は車か価格に加え、車検登録費用 

や自賠責といった法を費用など必要 

最化限でも意外とかかってしまう。こ 

れにプラスしてイ呆管時に化要なセキュ 

リティ関連、場合によってはウェアや 

ヘルメットと化要に応じて商品代金が 

加算される。これらを総額にするとや 

はり思、い切ることができなくなってしま 

うのも事実だ。しかし、これを長期で 

分割してしまえば、初期費用や月々 

のす払いは格段に落とすことができ、 

負担も少なくて';きむ。 

確かに150回というと12年の支 

払期間となる。これを長いと捉える人 

も多いが、繰り上げ返済や月々の支 

払い額の変更など、状測こよって期 

間を短縮することも可能。そのため 

のアドバイスもデイーラーならしっかり 

とレクチャーしてくれる。 

初期投資だけでなくランニングコス 

卜も重要。ビューエルは近年、部品 

精度のアップによってメンテナンスコ 

ストが抑えられている。さらにメーカー 

の3年イ呆証や、ディーラーによって 

は初回点検工賃無料等各種サービ 

スも展開されているため、乗り始めて 

からも意外とコストがかからないのだ。 

取材協力 
ハ—レーダビッドソングッドウッド 

ビューエJレはもちろん/\-レーダビッドソンに至るま 

で、車両販売からメンテナンんカスタマイズまで 

幅広くが応するグッドウッド。これらブランドの他に 

も数々の輸入車ディーラーをグループに抱えるた 

め、同クラスのモデルを比較したいといった要望 

にも史f応してもらうことができる。 

戸斤を化：干葉県巧川巿巧ヶ县16-8 
a 047-358-8403 
き業時巧：10:00-19:30 
おか日：ち旧日 http://www.goodwood.co.ip/ 



IMPO机 MODEL DEAL团削阳E 

長きにわたる歴史とま新を共存させるラインアップ 

TRIUMPH 
トライアンフ 

ファッションアイテムとしても人気の寓いトライアンフだけに、Tシャツなどのアバレルも巧実。さらに 
巧正オプションなどのアクセサリーもディスプレイされるため、跑乂巧の楽しみも広がる。リフトを完備 
したピットスぺースもを実。一般整備やまおなど幅広い作業メニューにが応してくれる。 
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ディーラーとの付を台いが 
巧むへと繫びる最善の道 

輸入車には正規輸入まと並行輸 

入のふたつのタイプが存在している。 

前者はいわゆるディーラー車と呼ば 

れ、日本仕様にリファインされている 

モデルだ。対して後者は販売店が国 

がから輸入したモデルで、多くは輪 

入元となる国の仕様となってし、る。こ 

の違いはどこにあるのか？ モデルや 

仕様国によってはそれほど大きな違い 

はないものの、メンテナンスや修理 

がか要となった時にその違いは明ら 

かになることが多い。 

前述の通りトライアンフディーラー 

では日本仕様が販売されている。 こ 

れに伴いメンテナンスや修理に関す 

る情報も日本仕様にがするものがほ 

とんどだ。さらにこれらの情報はデイー 

ラーのみに配ホされるため、 並行輸 

入車を巧ってし、る販売店では知るこ 

とができない情報も数多く存在してい 

る。メーカーからの2年間補僧（口一 

ドアシスト付き） はデイーラー車のみ 

に設をされているため、不意のトラブ 

ルにもが応してくれる。これら大きな 

違いがみられるとし、う。 

3気筒とし、う特徴的なエンジンを搭 

載するモデルをトライアンフ。だからこ 

そしっかりとした知識と経験を積まなけ 

ればベストなメンテナンスはできない。 

トライアンフ横おかでは購入後のサ 

ポートだけでなく、は試乗車を全機種 

揃えているため、トライアンフの独特 

なフイーリングを体感したいとしうユー 

ザーは足を運んでみる価値がある。 

購入するかしなし、かは別に、試乗だ 

けやカタログの取得目的だけでも1央く 

が応してくれるはずだ。 

取せ協力 

トライアンフ横淚北 
3年前から世界的にオープンした専売店。日本で 

は現在4店舗があり、そのうちの1店舗がこの卜 

ライアンフ横ち北。巧年10月に才ープンした真 

新しい店舗には、常時全機種の試乗車を用意し 

ている。試乗だけでもしたいという人は、事前に 

ひとこと購入できない旨を伝えるとよし、。 

所在地：巧巧ホ巧巧区が本巧456-1 
田045-470.39明 
営巢時間：10:00-19:00 
を休日：水巧日 http://www.bigfour.co.jp/ 



ウェアやル物を手に入れて 
才ーナー気分を味わってみる 

モトク□ス、ェンデューロ、そして口一 

ドレー スとレー スシーンにおいてここ数 

年、華やかな活躍を見せるKTM。 

巿販車においてもその特性は強く、 

ビギナーよりもベテランライダーから 

の支持が集まる"本格モデル"とし 

ての巧象が強い。そんなKTMだか 

らこそ、ディーラーへ足を運ぶには 

ちょっと勇気がいるのかもしれなし、。 

とはいっても実際に車体を見てみなけ 

れば、その本当の魅力を感じ取るこ 

とは不可能ともし、える。KTMを手に 

入れるにはまずディーラーへ行かなけ 

れば話が始まらない。 

ディーラーというと明確な購入意志 

がなければ入ってはいけないものと思 

われがちだ。しかし実際は車体を見 

学するだけであったり、カタログをもら 

いに斤くといった程度の目的でも親 

切下寧にが応してくれる。さらに、 

店内には必、ずといっていいほどノベル 

ティグッズやアパレル商品なども並ん 

でいるため、Tシャツを買いに行くと 

し、った気軽さで入店することも可能。 

もちろん実際に車体を購入するの 

であれば、ディーラーを利用するメリッ 

卜は大きい。例えばKTMの場合、メー 

力一の 2 年イ呆証が付帯する ほか、 

ディーラーでの各種アフターサービス、 

さらには車両ごとに設定された豪華な 

付属品など、才ーナーになった悦びと 

ともにその後の安/レも手に入れること 

ができる。 

豊富なカスタムパーツやアパレルと 

いった、乗りながら楽しむためには夕 

かせない要素も、KTMのディーラー 

ならしっかりと用意されているのだ。 

取材協力 

KTM世田谷（リベルタ） 

02年の才ープンからま京都内のユーザーを中ん、 

にサポートを続けるKTM世田谷。口ードスポーツ 

モデルを中ん、に最新モデルを展示している。Tシャ 
ツやウェア、アウターといったアパレル商品も充 

実しているため、2000- 3000円程度の商品 

からKTM才ーナーの気分を味わうことも可能だ。 

95 



RODEO □デォ 
CHOPPER - 

CLASSIC ― 
SPORTS — 

STANDARD 

BOSS HOSS CYCLEボスホスサイクル 
LS3 TRIKES DEUCE COUPE.160 

LS3 TRIKES SIERRA 160 

LS3 V曰 ATSSpeed 129 

LS3S VS AT2Speed 129 

TRIKE 57CHEVY.160 

ZZ4SS V日 AT2Speed .130 

Buellビューエル 
円REBOしTXB12R .104 

LIGHTNING CITYX XB9SX.104 

LIGHTNING XBl2Sc邑 104 

LIGHTNING XB12Ss 104 

ULYSSES XBにXT .. 104 

eGO VEHICLESィーゴービークル 
eGO吕 marks.134 

Harley-Davidson八ーレー•ダビッドソン 
FLHR ROAD KING .110 

FLHRC ROAD KING CLASSIC .Ill 

FLHTC ELECTRA GLIDE CLASSIC -111 

FLHT ELECTRA GLIDE STANDERD -111 

扎HTCU ULTRA CLASSIC ELECTRA 目LIDE …リ0 

FLHTCUl S/C.160 

FLHTCmVOFA 匿OUST抓 ULTRACLASSにaECTRAGLi 距…114 

FLHX STREET GLIDE .Ill 

FLSTC HERITAGE SOFTAIL CLASSIC -114 

FLSTF FAT BOY .112 

FLSTN SOFTAIL DELUXE.113 

FLSTSB SOFTAIL CROSS BONES -112 

FLTR ROAD GLIDE.… 

FLTR3-CV0 FACTORY CUSTOM ROAD GLIDE-114 

FXCW SOFTAIL ROCKER.112 

FXCWC SOFTAIL ROCKER G.112 

FXD DYNA SUPER GLIDE .114 

FXDB DYNA STREET BOB .114 

FXDC DYNA SUPER GLIDE CUSTOM ".114 

FXDF DYNA FAT BOB .114 

FXDL DYNA LOW RIDER.114 

FXST SOFTAIL STANDARD .113 

FXSTB NIGHT TRAIN.113 

FXSTC SOFTAIL CUSTOM .113 

VRSCAW V-ROD .109 

VRSCDX NIGHT ROD.10白 
VRSCF V-ROD MUSCLE .110 

XL1200C .10日 
XL1200L.lOS 

XL!20ON .10日 
XLl200R.10白 
XL883 .109 

XL883C .109 

XL扫83し.109 

XL883R .109 

XR1200 .108 

RoadH叩per □—ドホッパー 
Type!.146 

Type2 .146 

Type已EVO .146 

TypeSEVO open-prim百ry .146 

Type己EVO-B .146 

Type 已 SHOVEL.146 

DUG ATIドウカティ 
GTIOOO . 

Hypermotardl100. 

Hypermotardl10OS . 

MONSTER 1100 

MONSTER 110OS 

MONSTER 696… 

MULTISTRADAllOO. 

MULTISTRADAI lOOS. 

SPORT! OOOS 

STREET 円 GHTER. 

SUPER团KEIO白8R Troy Bayliss しE. 

SUPERBIKEl198 . 

SUPERBIKEl 1983. 

SUPERBIKE848 . 

GILERAジレラ 
FUOCO已〇Die. 

GPSOOie . 

NEXUA250ie. 

NEXUS300ie. 

NEXUS500SP . 

NEXUS500SUPERSPORT • 

RUNNER SP50. 

RUNNER ST125 . 

RUNNER ST200 . 

Husqvarna Aスクパーナ 
SMI2已. 

SM2邑0円 
SM450R COS). 

SM450R ('09). 

SM4已ORR 

SM 巨10IF 

TC2己0 • 

T巨呂50 (08) 

TE250 (09) 

TE4已〇 (0扫） 
TE450 (で日）. 

Malagutiマラグーテイ 
BLOG12商e. 

BLOGlSOie. 

CENTROl呂已ie •• 

CENTR0^60ie .. 

CHAKMASTER200 

Madisons 2百Oie 

Password250 . 

X3M 125ENDUR0 . 

X3M 125M0TARD. 

MQTO GUZZIモト•グッツイ 

ADIVAアディバ 
ADI2已.1呂7 

AD 呂已〇.127 

HYPER已.127 

apriliaアプリリア 
Dorsoduro 750 .98 

NA目已OMANA .目9 

NAS已OMANAGT .99 

RSI2已.99 

RSVIOOO .目8 

96 RSV4 .98 

PEUGEOTプジョ_ 
JET FORCE.143 

LUDIX URBANTRACK .144 

SPEED円GHT 2 WRC RALLY VICTORIES 

143 

TKR Furius .143 

VOGUE SP .159 

SCORPAスコルバ 
SY吕已〇阳.148 

TRide2已OF.147 

MOTQBECANEモトべカン 
50 .159 

KTM KTM 
1己已EXC .119 

125SX.119 

250EXC-F 118 

250EXC-F SIX DAYS.IIS 

2已OSX-F 119 

400EXC 118 

450EXC 118 

450SMR 119 

4已OSX-F 119 

50SX …… 119 
已30EXC 117 

6已SX…… 119 

巨90ENDUR0 117 

690ENDURO R 117 

690SMC 116 

690SUPER DUKE .11已 
8己SX…… 119 

990ADVENTURE 116 

990ADVENTURE R.116 

990SM •- 116 

990SM R 116 

990SMT 116 

990SUPER DUKE .116 

990SUPER DUKE R .115 

RC日.11已 
RC8R.11己 

TRUMPH トライアンフ 
AMERICA .に4 

BONNEVILLE.126 

BONNEVILLE SE .12已 
BONNEVILLE T100.126 

DAYT0NA67已.125 

ROCKET III .1吕4 

ROCKET III Classic .124 

ROCKET III TOURING.1吕4 

SCRAMBLER.12已 
SPEED TRIPLE.125 

SPEEDMASTER .124 

SPRINT ST.12己 
STREET TRIPLE .12已 
STREET TRIPLE R .1己5 

THRUXTON.1吕6 

TIGER 10已〇 .125 

Scarabeol呂已.99 

Scarabeo2己0/400 .99 

SHIVER750GT.98 

SPORTCITY 吕已〇.白9 

SR已〇 .99 

SXV450/550 .99 

TUONO 1000R .98 

TUONO FACTORY]日00R .98 

Betaベータ 
ALP125 .128 

ALP200 128 

EV0-2T 12己 128 

EV0-2T 巧0 128 

EV0-2T さ90 127 

EV0-2T 80 1呂8 

EV0-2T 80JUNI0R.12目 
EV0-2T Minitnal 128 

EV0-4T 巧0 127 

EV0-4T 300 .127 

bimota ビモータ 
DB51100 .128 

DB已S 1100 .129 

DB61100DELIRIO.129 

D目7 .129 

TESI3D .129 

CAGIVAカジパ 
MIT012日.130 

DiBlasiデイブラッシ 

1200SPO只T . 

Breva 1100 . 

BREVA7己0 . 

California Vintage 

百 risollOO. 

GrisoSV 

MGS-01 

Norge 1200 . 

STELVIO 

V7 CLASSIC . 

••122 

.-12呂 
•123 

••123 

.•1呂3 

1呂3 

123 

122 

123 

123 

MVAGUSTA MVアグスタ 
BRUTALE 107目 RR. 

BRUTAしE 7505 

BRUTALE白10R . 

BRUTALE91OS . 

BRUTALE 989R 

F41000R 

F4lOOOS". 

F4-1000R312 . 

F4RR 1078 . 

••142 

143 

142 

142 

142 

142 

142 

■•142 

•142 

PIAGGIOピアジオ 
BEVERLY!25 

MP3 2已OFし 
MP3呂邑ORし 
MP3 400FL 

NRG Power MC3 . 

.•14已 
•*145 

-.14已 
•.14已 
..14已 

tm Racing tmレーシング 
EN125 . 

EN250 . 

ENS50F . 

EN450F . 

EN已30F . 

SMM12已 Black Dream. 

SMM450 Black Dream. 

SMM已30 Black Dream. 

SMR125 

SMR450F 

SMR530F 

EN450F 

.•15白 
••I已已 
.•15已 
•.1已4 

•.15斗 
.•1百4 

•-154 

••154 

154 

ぃ1己4 

••154 

••1己已 

VERTEMATIベルティ7—ティ 
ENDURO E570J/E570EJ .155 

MDTO CROSS C570C0RSA.1己扫 
SR600 CORSA.1日已 
SUPER MOTARD S已70J/S已70EJ …155 

VESPAベスパ 
50ET2FL. 

GTS 250ie . 

GTS 300忙. 

GTV250ie . 

GTV250ie NAVY . .. 

LX 125 

LX 150 

LX 己0 2T . 

LXV125 . 

LXV125 NAVY …… 

S125 

S50 . 

••157 

••156 

156 

156 

巧6 

157 

15巨 
157 

••156 

..156 

••157 

•■157 

VYRUSヴァイルス 
日84C3呂V . 

98百C3 4V . 

•1已7 

..157 

BMW BMW 
F650GS . 

F800GS . 

F 呂〇OS 

F呂〇OSl 

G450X 

G巨SOX COUNTRY - 

G6已〇XCHARANGE" 

G巨己OXmoto . 

HP2MEGAM0T0-" 

HP呂 Sport 

K1200GT . 

K1200R . 

K1200R Sport. 

K1呂〇OS 

K1300GT . 

R1200GS . 

..103 

103 

101 

101 

103 

102 

10呂 
102 

102 

100 

101 

102 

100 

101 

100 

■••103 
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WAVE12己i. 

WAVEl呂已X . 

KYMCOキムコ/台湾 
AGILITY!25 . 

AGILITY 日0 

CAPTURE125 . 

DINK 125 

GRAND DINK 1吕已Z. 

GRAND DINK吕〇Oi . 

GRAND DINK2已〇 . 

Rracin呂に5 . 

SUPERS 

\/-LINK125SFIC. 

PGO PGO/台湾 
Alio阳125 . 

G-MAX150 

G-MAX200 

l'ME125 

MYBUBU12日 a . 

PMXnO NAKED. 

PMXnOSPORTS . 

SUZUKIスズキ/台湾 
EN125 

GN125 

GZ12百 

SYM SYM/台湾 
Attilal25. 

円DDしEX50 . 

GTl呂己 
FIVISSE 円 
RVISOEFi 

RV 呂50 

RV250E Fi 

RV125EFI 

SYMPLY50 

UMilOO 

UM旧0 

WO . WOW 100. 

WOLF CLASSIC . 

X' Pro hghterlBO. 

X-pro風已〇 
XS125-K. 

TGB TGB/台湾 
303只 S 

BeeBOX 

R50X- 

DERBIデルビ 
GPl125. 

GPl250i. 

GPl50. 

GPl50 OPEN …… 

GPR 已〇 RACING •- 

GPR125 RACING 

GPR50 nude . 

MULHACEN125 - 

MUし HACEN12已Cafe 

Rambla 250i . 

SENDAENDU円ODAD ... 

SENDA SM D円D 

TERRA125. 

TERRA! 25 Ad venture ••• 

GASGASガスガス 
ENDURO EC 125 . 

ENDURO EC25Q . 

HAししEY12己ED. 

HALLEY 12百SM . 

TRIAL ROOK忙50 . 

TRIAL R00KIE70 . 

TRIAL TXT PRO125…… 

TRIAし TXTPR0125R … 

T阿Aし TXT PRO250 

TRIAし TXT PRO300…… 

TXT PR0280. 

..13己 
•-13百 
-•13已 
••135 

..136 

••136 

••136 

••135 

••135 

"13已 
"135 

Montesaモンテツサ 
C0TA4RT . 

SHERCOシェルつ 
City Corp ED 125. 

CityCorpSM12已. 

SE2.面-F 

SE4.5i-F 

TR 2.已 
TR2.9 

TR3.2 4下. 

…-148 

.148 

.148 

.148 

•148 

•148 

….148 

Xispaチスパ 
X125R/X250R-" 

HUSABERGフサべル 
ENDURO FE450 . 

ENDURO FE己70 . 

TOMOS トモス 
ALPINO. 

CLASSIC 2 . 

••137 

••137 

CLASSIC 1.159 

FLEXER SPORT .160 

FUNTA 155 

GERMAN 1色日 
PACKE R 155 

REVIVAL .1己日 

URALウラル 
GEAR UP. 

PATROL . 

只ET円0 

SAHARA . 

TOU円旧T. 

Eazy Ridersイージーライダース/日本 
Mini Cafe! 20.134 

Mini CafeSO .134 

Mini Cafe90 .134 

Old School Mini Chopper!10.134 

Old School Mini Chopper! 25.133 

Old School Mini ChopperSO .134 

ETHOS DESIGN Iトスデザイン/日本 
KONDY TRIAL! 00 .134 

OSCAオスカ/日本 
CZ70. 

之31 A KOZARU 

Z3已 M KOZARU . 

之3已J KOZARU 

143 

143 

143 

■*143 

••I已白 
••160 

Y's GEARワイズギア/曰本 
DSCl 1-GP700.160 

DSC4-Monza.160 

SR URAL SIDE CAR .160 

目AJAJパジャジ/インド 
CLASSに15Oi .127 

VENUS ROMA EMIGLIA12已.127 

LML LML/インド 
STAR Deluxe 125/150.141 

ROYAL ENFIELD □イヤルエンフイ—ルド/インド 
BULLETS己OCIassic .147 

BUししET350CUSTOM .14フ 
BULLETS已OCUSTOM II .147 

EFFECTORイフェクター/日本 
エフェクター.134 

QINGQIクインキー/中国 
BTL125 .145 

BTL150 . 

SUPERM0TARD125GY/200G 

YAMAHAヤマ八/中国 
Bw* S1呂己円. 

CYGNUSX 円125 . 

CYGNUS Z 

J0G100 

MAJESTY 125円 
Vinol25 - 

Y巨円125 ••• 

YBR2己〇… 

DAELIMデイリン/韓国 
A-FOUR 己0 

B-bonel2已. 

白ESBI…… 

Cordi R…… 

DAYSTARl2已 CAST WHEEL/F 

DAYSTARl25円. 

DELFINO - 

R0ADWIN125 

R0ADWIN125R . 

SI125円… 

S2125円 
S2 250…… 

S-FIVE50 

HYOSUNGヒヨースン/韓 
GT呂日0 . 

GT250R . 

GTE50R TTC 

GV1吕百C 

GV250 

MS3-250 

RT125D 

RXに已D 

RX125SM . 

THAI HONDAタイホンダ/ 
AIR BLADE . 

AIR BLADE Type-R. 

AIR BLADE Type-Z. 

じ6円1已0円TYPE-R REPSOし… 

CBR150R-e 

Click . 

CZ-i. 

□REAM 12己 
DREAM 125-e 

DREAM 12己中 
icon. 

PHANTOM SOOARE EDITION 

SONIC 125 types. 

SONにに5e 

SONIC 125RS 

WAVEIOOS 

WAVEIOOX . 

33 111000011 r— 4444444 999 0000099010199019 111 
5百 4444444444 444 5百55己44百55544目54 5 5 5 

4 4 55已已已555 3333333333333 333334444 5呂己5555已百55已5si5已 & 
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RSV4 
RSV4 

Color Variation 

1=1碱 

未定 
巧乂シミュレーション 

幸巧本が価格 ホを 
おを畳なをなき巧巧手巧お1万8000円 
巧まを備料 3巧6000円 
が込み巧％)さ討を巧 ホを 

未定 

革新の狭角6〇0\/型4気筒を搭載 
4ストレーシングマシンのDNAをミま入 
スーパーバイクへの復帰を目指すアプリリアが、満を持して市 

販車としてデビューさせたニューモデル。最新の技術によって 

完成した60。V型4気筒エンジンは、ライドバイワイヤーとい 

う電子制御スロットル技術を投入し、進化したマルチマッピ 

ング技術とともに最強のスペックを手に入れている。 

Specifications 
エンジン形式 
排気量/ボアXストローク 

水ち4ストD0HC16バルブV型4気衍 
1 998.9cc/78X52.3mm 

圧締ま 12.8:1 
运窩出力/巧大トルク1妨がバ25泌rpm/11.7kg-m/10000fpm 
車雨重量 179kg 
が資 —km/L 
点义方ま/始巧方式 GDI/セル 
タンク容量/オイル容a 
ミッション形ま 
サスペンション前/巧 
ブレーキ前/巧 
タイヤ前/巧 

化/— L 
— 6故-- - 
倒なフオーク/スイングアーム 
ダブルディスク/シングルディスク 
120/70-17/190巧5-17 

フレーム形ま -- 

Size 

全S : 2050mm 

全商：1165mm 
シート巧：一mm 
巧ほ化上高：一mm 
ホイールべース：1424mm 
巧小回お半径：-m 

DORSODURO750 

Color Variation 

画ブラック 

Price 

四匹立正[3119万8000円 
巧乂シミュレーション 

車両本が栖巧 114万953円 
お立登録手続き巧巧手なお1巧8000円 
巧を整備お 3万6000円 
巧込み巧％)合計をお 125巧4700円 

を*?ぶ(3年） 7500円 
自賠責なお巧(24ヶ月） 1万7780円 

nngtrma 127万9980円 

ライディングを純轉に楽しむユーザーに巧け 
スーパーモト参戦で得た数々の技術を投入 
最高水準のテクノロジーを投入したアプリリア製9〇6 Vツイン 

は、ベストなパフォーマンスを実現。電子制御でスロットル開 

閉をコントロールするライドバイワイヤーを採用することで、 

常に最適な燃料噴がを可能じしている。またフレームなどに 

もスーパーモトで得られたお術を採用している。 

エンジン形ま 
热ち蛋/ボアXストローク 

水冷4ストD0HC8バルブV型2ち街 
1 750cc/92X56.4mm 
J1：1 __ 
卵 ps /8000rpm/8.7kg-nn/4500rpm 
196kg 

圧縮率 
巧窝出力/巧大トルク 
車両を量 
が巧 —km/L 
点义方式/抬動方ま 
タンク容量/オイル容量 

CDI/セル 
た L/-L - 

ミッションおホ 6段 
サスペンション前パを 倒立フォーク/スイングァーム 
ブレーキ前パを ダブルディスク/シングルディスク 
クイヤ前/巧 120/70 17/180巧517 
フレームおま /、イブリッドモジユーラー 

Size 

を長： 2210mm 

全苗：1185mm 
シート富： 870mm 
巧あ地上奋：一mm 
ホイールべース：1505mm 
巧小回杞半径：-m 

バワーユニットにはアプリリアの2つの特許 

巧柿i、アンチバイブレーシヨンダブルカウン 
夕ーシャフト(AVDC)と空気圧まパワーク 

ラッチ(PPC)を搭載。パフォーマンスだけ 

でなく最新の技術をを巧に巧乂している。 

Specifications 
エンジン形ま —水冷4ストD0HC4/くルブV型2気巧 
排気量 ' 997.62CC 
巧离出力 —ps/—rpm 
«大トルク —kg-m/—rpm 
を両ま里 -kg 
ミッション形式 6段 

日本限を20台というトゥオーノシリーズの 

リミテッドバージョン。RSV1000Rと同一 
のツインスパーアルミニウムシリコン合を フ 

レームなど、最先端の技術によって高い信 

頼性が確イ呆されている。 

Specifications 
エンジン形式 水冷4ストD0HC4バルブV型2巧巧 
umM. 997.62CC 
巧高出力 —ps^rpm 
巧大トルク —kg-nV—rpm 
車両巧量 !—的 -- - 
ミッションおま ; 6弦 

RSV1000R FACTORY SL750Shiver GT 
RSVIOOORファクトU- 

Price 

特徴的な60° Vツインエンジンは細部を煮詰 
めることによって絶が的なパフォーマンスを 

手に入れている。増大するパワーに合わせ 

フレームやサスペンションのバランスを最適 

化することで、巧いやすく進化している。 

Specifications 
エンジンおま 1水冷4ストD0HCV4バルブ型2を巧 
お巧fi 998CC 
11畜出力 一PS/--0中m 
巧大トルク —Kg-m/—rpm 
車両を《 —kg _ 
ミッション形式 6段 

アプリリア渾身の巧術を投乂したソ《一750。 

そのツーリングバージョンとして、新たにラ 

インアップに追加となつたGT。小振りなフ 

ロントカウルを搭載することでツーリングせ 

能を大幅にアップしている。 

Specifications 
エンソンおが 水冷4ストDOHC4バルブV型2ち巧 
排ち羅 749.9CC 
gg巧力 
巧大トルク 

95ps/9000rpm 
8.25kg-m/9000rpm 

車両抵1 
ミッションお式 6段 



NA850Mana NA850ManaGT 
NA目50マナ 

Price 

I 里ム HiUil119万8000円 

Color Variation 

圓rう-;;つ 
圓—ソK 
こコレー 

上質なイタリアンデザインの中に76psを発Specifications 

揮する90。Vツインエンジンを搭載。ミッシェンジン化立 

ヨンはCVT無段を速をを本に、好みによっ 

て7段のマニュアルを速にも切り替えが可能 

となっているのが特徴のひとつ。 

排気量 839.3CC 
巧离出力 i 76.1pが抓OOrpm 
を大トルク 7.4kg-m/5000rpm 
車両重JI ：^<9 
ミッションお式，ATけ段） 

NA报〇マナGT 

Price 

L化け■>：■巧!m 未定 
Color Variation 

Mレジド 
ログb- 

ATを搭載する個性はネイキッドスポーツとSpecifications 

して誕生したマナ850に、シンプルなビキニンぉ瓦-*3?3« 

カウルをセットしたGTモデル。高い風防性お富雨 ' 76Jps/^000rpm" 

を確イ呆することによって、高速クルーズの利巧害占ごク.り咕m/加00のm 

便性を大幅にアップしている。 ミッションぉま’AT 9(7段） 

水冷4ストS0HC4バルブV型2気巧 

RS125 SXV450/500 
apriHa/グブリリ•グ 

RS1吕已 SXV450/500 

Price 

隱ム地!ム: 54万9000円 

58万9000円 (スベインズN0.1) 

Color Variation 

ブラック 
レッド 

i=lスペイン;CSJQ、 

常に高い人気を誇る2ストエンジンを搭載し 

た小型口ードスポーツ。このクラスでは少な 

くなってきた本格スポーツの性能は、|〇9年 

モデルでも健在。限定60台となるスペイン 

N0.1カラーを新たに追加。 

Specifications 
エンジン形ま 水を2スト単巧巧 
排気量 124.8CC 
巧高出力 一ps/一rpm 
巧大トルク_一kg-m/—rpm 
きp 重,一-kg —_ 
ミ—;ソ.乏马^おがat (71¢) 

搭載するユニットはチタンバルブを採用す 

る77。Vツインエンジン。インジェクション 

を採用することでシチュエーションに左右さ 

れないパフォーマンスを発揮。排気量は449CC 

のほか、549CCもラインアップ。 

Specifications 
エンジンお式 
がち量 
巧ち出力 
巧大トルク 1 

水冷4ストS0HC4バルフV型2ち巧 
方9CC— (549品 
—PS/—rpm 
—kg-m/—rpm 

車両重* 
ミッションを式 5琴 

Scarabeo250IE/400IE SPORTCITY250 
スカラべ才2己0IE.’'400尼 スポーツシティ2已〇 

Price 

58万9000R (250IE) 

67万800Or (4〇〇旧) 

Color Variation 

[=Z]シルバー 
uレジド(250) 
口 7K*：?イト(250) 
Hブラニ'ク（400) 

Price 

隨]ぶ。’!3 47万9000円 

Color Variation 

麵ブラック 
回グい 

ファッシヨナプルなクラシックテイスト溢れ 

るボディは250、400ともに共通。フロント 

16、リア14インチホイールを採用するゆと 

りは、巷のビッグスクーターとはひと昧違っ 
た楽しみ方を提案してくれる。 

Specifications 0內400 
エンジン形ま 水冷4ストOHV4バルブ単をが 
蘇ち蓋 .. 244CC (399CC) 
巧畜出力 21.2蚁8500rpm (34ps/7500rpm) _ 
巧大トルク 1.93kg-rTv'6500rpm (3.77kg-m/5500rpm) 
ま巧重；！ 一 kq 
ミションおま無段 

搭載されるユニットは水を4ストSOHC4バ 

ルブ。最大出力は22.5psの高出力をマーク 

し、シティユースからツーリングまで楽しめ 

るスペック。イタリアで人気のラージホイー 

ルフ オルムはファッションとしても十み。 

Specifications __ 
エンジンおま 水を4ストSOHC4パ/レブ単ち巧 
排気量 _ 244.29CC 
を寓出力 ; 22.5ps/8000rpm 
巧大トルク i 2-14kg-m/62卵 rpm 
車両重fi -kg 
ミッション形ま 無段 

Scarabeo125 
スカラぺ才1己5 

RSSOPurejet 
RS已〇ピュアジェット 

Price 

祖巧巧別37万8000円 

Color Variation 

yjlr 
C3シルバー 
mmフラック 

400/250と人気を集めるスカラべオシリーズ 

に、追加された124.2CCエンジン搭載モデル。 

ラージホイールのデザインはそのままに、排 

気量をスケールダウンすることで、あらゆる 
ニーズじが応できるラインアップとなる。 

Specifications 
エンジンお式 _水を4ストD0HC4バルブ単巧衍 

124.2CC 
—ps/—rpn 巧な出力 

巧大トルク ーkg-m/—rpm 
i — 車両重S 

ミツシヨ 

ハイパフォーマンススクーターとして常に人 

気の高いRS50。電子制御インジてクション 

を搭載し、さらに高いレスポンス発揮する 

•09年モデルは、スペインス''No.1のカラーリ 

ングを新たに追加している。 

Specifications 
エンジンおま 水冷2スト単ち巧 
排ち量 49CC 
巧高出力 _ps/—rpm 
巧大トルク —kg-m/—rpm 
車両重a P 
ミッション形式 L^ 段  99 



BMW/^bmw 

か冷4気筒を搭載するKシリースま 
排気量を1300CCにアップして登場 
デビユーから4年の年月を経て2009年の最新モデルとして発表 

されたKシリ-ズ。外観のデザインこそ大きな変更は見られな 

いが、これまでより排気量を100CCアップさせ、トルクお性を 

向上させることによってより快適性をアップさせている。モデ 

ルチェンジはGTのほかS、Rなどをモデルもラインアップに加 

わっているものの、日本導入時期【こ関しては現在未をのまま 

となっている。 

1:4批た陆未定 

稱乂シミュレーシヨン 

車両本が価格 未を 
検査をお手続き巧巧手な巧1万8000円 
が車整滿料 3巧6000円 
巧込み(5%)合計を巧 ホを 

Specifications 
エンジンおま — 
が気量/ボアXストローク —cc/ 
圧結牽 — 
あ寓出力/巧大トルク 
車両垂ft 

—ps/rpm/—kg-m/rpm 

—kg ... 
が巧 —km/ 8 
お义方ま/始勒方式 一/セル 
タンク容S/オイル容S -e/-8 
ミッションおま 一段 
サスペンション前/後 
ブレーキ前/を / 
タイヤ巧/後 
フレーム形ま 

三— 

Size 

全長： 一mm 

を括：一mm 
シート奋：一mm 
巧化i也上富： 一mm 
ホイールべース：一mm 
巧小回お半径： 一m 

HP2 Sport 

Color Variation 

Price 

む化なもgお!-!:.1 390万円 

巧入シミュレーシヨン 

を兩本が価格 371万4286円 
ち査登録手待き巧巧手巧巧1巧8000円 
巧車お儀料 3巧6000円 
巧込みほ％)を計を巧 395巧6700円 

Sft巧(3年） 7500円 
自睹黄なおお(37ヶ月J 1巧7780円 

回回5五因398万1980円 

K1200R Sport 

Color Variation 

コスミック巧トメタリック 
1=1ホごイトアル吉ニウムメタUックマット 

Price 

186万9000円ヴ巧イブライン) 

/ 207万9000円かイライン) 

稱乂シミュレーシヨン 

ま兩本体価格 178万円 
«$登録手規を巧巧を巧巧1巧抑00円 
拍車芭馈巧 3万6000円 
巧;iみ(5%)を計をお 192巧5700円 

E置巧妇年） 7500円 
自お*なお料は7ヶが 1万7780円 

I地阻り!,I195万980円 

OliQSlflHI 

をくのパーツを専用設計とされる 
HP2シリーズ期待の□—ドスポーツ 
R1200Sをべースにしながらもスポーツシリーズの最高峰とし 

て、装着するほとんどすべての部品は新規開発か、あるいは少 

なくとも大幅な改良を受けている。特にシリンダーへッドをリ 

ファインすることで、高回転型へとその特性をを化させている 

など、HP2シリーズのスポーツ性を十々に反映している。 

カウル装着で高速ま定性を確保した 
K1200R①パリエーションモデル 
F1から巧術をフィードバックした高回お、高出力の4気筒エン 

ジンを、前傾ち55度で搭載。高速走行時のウインドプロテク 

ション効まを得るとともに、BMW独自のデュオレバー/ハ•ラ 

レバーサスペンションやインテグラルABSを搭載。スポーツラ 

イディングにか要な高性能を手に入れている。 

Specifications 
エンジンおま 水を4ストD0HC4バルブが巧4気巧 
巧ち■/ボアXストローク 115目仇/79乂朗の111 
圧綻率 13:1 
巧ち曲力/巧大トルク 163PS/10250rpm/12.9咕 m/8250rpm 
車両重量 250kg _ 
お女 21.3km/C 
ぉ乂方が/始動ちま /セル — 
タンク容tt/オイル容量 19£/—e 
ミッションぉ式 6段 
サスペンション前パを」 デュオレバー/パラレバー 
ブレーキ前/巧 ダブルディスク/シングル兵ィスク 
タイヤ前パを 120/70-17/180/55-17 
フレーム形ま アルミブリッジ 

Size 

全長： 2230mm 

全お： 790mm 
シートな： 790mm 
巧低お上を：mm 
ホイールべース：1胡0mm 
最小回ち半径：m 



R1200S 
R1200S 

Color Variation 

Mlャイトブラック 
^ :-てインイエロー 
EZZ3巧フイトアJレ云ニクムメタUック 
HチタンシルバーメタリックXマグマレッド 

Price 

184万■8000円(アクティブライン) 

/ 212万1000円いイライン) 

M乂シミュレーシヨン 

车巧本体価巧 176万0000円 
お$登留手巧き巧行手を料1巧8000円 
巧ま度併巧 3万6000円 
巧込み巧％)を計を巧190万47加円 

ま■巧巧年） 7500円 
自拓*巧廣巧(37ヶ月）1巧7780円 

回回3正口3192万9980円 

I.IJiUMSMI 

スリムで驛量ボディに水平対向を搭載 
よ〇スポーテイにブラッシュアップ 
最大8800rpmにまで達する高回転化を考慮して、バルブ•ス 

プリングを硬めに設定し、ロッカーァームも強化。リファイン 

されたスポーツボクサーは、改良されたシリンダーへッドによ 

って最高出力122psを発生させる。スレンダーなシルエットは 

装備重量でも213kgと軽量化を実現。 

Specifications 
エンジンおホ 1 
巧ちi/ボアXストローク1 
圧巧-卖 —1 
巧高出力/巧大トルク 
車両重量 

[空油を4スト4ハ‘ルブ水平が向2気巧 
1 1169cc/101X73mm 
112.5：1 

122ps/8250rpm/11.4kg-m/6800rpm 
219kg 

が巧 —- ' 23.3km/e 一 
ぉ义方式/始巧方ま —/セル 
タンクを量/オイル容量 i7fi/— e 
ミッション形ま 
サスペンション前/巧1 

娘 
•テレレバー/rcラレバー 

ブレーキ前/巧 ^プルディスク/シングルディスク 
タイヤ前/後 :120/70-17/190/50-17 
フレーム形ホ 3ビース巧をみ捏ホ 

窃之e 

全長： 2120mm 

全お： 750mm 
シート岳： 830mm 
巧お化上苗：mm 
ホイールべース：1510mm 
巧小回お半径：m 

K1200S 
1020OS 

F800S 
F80os 

F1のテクノロジーをお乂したBMWモトラッ 

ド最強を誇る4気筒エンジンには、軽量かつ 

コンパクトな6段トランスミッションを搭載。 

化重,レ設計とともにをましたハンドリング 

とハイパフオーマンスを楽しめる。 

Specifications 
エンジンお式 
讲気量 
巧离出力 
巧大トルク 
卖両重遣 
ミッション形式 

水冷4ス 
11156CC 

卜DOHC4バルブが列4巧巧 

167ps/102加 rpm 
13.2kg-m/8250rpr 
254咕 
6段 

搭載するパラレルツインは容易にコントロ 

—ルできる操縦性をコンセプトに開発され 

る。エルゴノミクスを取り入れた設計によ 

り、スポーティなポジションながらもリラッ 

クスしたライディングが楽しめる。 

Specifications 
エンジンおま 
排気量_ 
巧高出力 
巧大トルク 
車両重* 
ミッシヨン形ホ 

水を4さ卜DOHCかりレ三が巧2ち巧 
798CC 
85〇が8000rpm 
8.8kg-m/5800tpm 
210kg 

K1200GT 
K1200GT 

Price 

243万6000円(ハイライン) 

/ 261万4500円饥/ミアムライン) 

Color Variation 

HブークグラフアイトメタIJック 
MディーフストメタUック 
1=1アペンチュリンシルパーメタリック 

高速ツーリングでもま躍するウインドプロ 

テクシヨン効果の高いカウル【こは、キセノン 

へッドライトが組み込まれる。2人分の荷物 

も収まるスタイリッシュなパニアケースも標 

をで装備する充実の内容。 

Specifications 
エンジンお式i水ち4ストDOHC4バルブな列货 
お気* .1156CC 
巧寓出力 
巧大トルク 

,152口が9500rpm 
13.3kg-m/7750rpm 

車两重量 300kg 
ミッション形ま 6段 

徹底した軽量化を図るとともじを種センサ 

-を多用することで、エンジンマネジメント 

システムBMS-Kと連動し、低燃費かつ高出 

力を実現。人間工学に基づいた設計ととも 

じ、ツーリングでの高性能を実現。 

Specifications 
エンジンお式 空油冷4スト4バルブ水平が巧2気巧 
排気S 1169CC 
巧离出力 110ps/7500rpm 
巧大トルク 11.7kg-m/6000rpm 
車両重* 281kg 
ミッション形式 娘 

R1200ST F800ST 

游長の特徴的なへッドライトをデザインに 

取り乂れた個性的なスタイリングに、バラ 

ンサーシャフトが'追加されたボクサーエンジ 

ンが、スポーティライドをサポート。シャフ 

トドライブの口ーメンテナンス性も特徴。 

Specifications 
エンジ 
酷気t 

空油冷4ストか与ヴホ平が巧2ち巧 
。的が _ 
110p&/7500rpm 
11.7kg-m/6000rpm 
238kg 
雨 

重量が最適化された非常に頑丈なアルミ製 

フレームやアルミ製シングルスイングアーム 

など、軽量かつコンパクトを体現。人間エ 

学じをづく快適なシートもスボーツツーリ 

ングマシンとしての高性能。 

Specifications 
エンジンおま 水を4ストDOHC4バルブ化列2気巧 
排巧■_ 798CC 
あ富出力 l—BSps/S000rpm 
巧大トルク 8.8kg-nV5800中m 

まま* 
ミッシヨン形が 

210kg 
毛段 101 



HP2 MEGA MOTO 
HP2 メガモト 

Color Variation 

こ二!オーラホフイトメタリック 

Price 

四面皿3 252万5000円 
巧乂シミュレーション 

車両本が価格 240万4762円 
樓査登なキ持き巧巧手巧料1万8000巧 
巧車お巧料 3方6000円 
税込みほ％)合計を巧 258巧9350円 

ま置税(3を） 7500円 
自賠黄保険料(37ヶ月） 1万7780円 

naiiiB お川261万4630円 

R1200R 
R1200R 

Color Variation 

mmグラニットグレーメタリック 
ご3クリスタJレブレーメタリック 
圓ナイトブラック 

ナイトブラック（ライン入り） 

Price 

152万2500円いイライン'; 
/173万2500円いイラインI 

曲乂シミュレーシヨン 

車両木化価な 145万円 
検を登録手爲きげ巧手巧巧1巧8000円 
かま整《料 3万60加円 
巧込み巧％)を計全お 157万9200円 

重量巧;3年） 75日0円 
自お資保除巧巧7ヶ月） 1万7780円 

nn阻り!" 60万4480円 

最高峰のモタードパフォーマンスを得るため 
BMWの持つテクノロジーを惜しみなく投入 
HP2エンデューロをべースじ、オンロード化したモデル。搭載 

するエンジンは極低回転から110ps W上の最高出力と膨大な 

トルクを生み出すボクサーユニット。高品質レーシングスタイ 

ルのチューブラーフレームと、乾燥重ま179kgという軽量。ァ 

クラボビッチ製マフラーなど装備もあ実C 

Specifications 
エンジン形ま ;ま'油ち4スト4バルブ水平が巧2ち面 
巧気i/ボアXストローク；1169CC/101X73 
圧縮を 12 ：1 
巧高出力/巧大トルク 110/7500rpm/11.7kg-m 巧000rpm 
車両重a 203kg 
が巧 ，24.3km/e 
点义方が/始お方式； 一/セル 
タンク容量/オイル容1 132/—e 
ミッションおま ‘娘 
サスペンションおパを 倒なテレスコピック/バラレバー 
ブレーキ前/巧 ダブル只乃乃；知ディスク 
タイヤ前/巧 120/70-17/180/55-17 
フレームお式 アルミブリッジ 

Size 

全長： 2350mm 

全福：貼0mm 
シート离： 890mm 
巧ほお上岳：mm 
ホイールべース：1610mm 
巧小回お半径：m 

才ートバイらしい伝統のスタイリングに 
最新の技術と装備を組み合わせる 
BMWの伝統を受け継ぐ飽きのこないスタンダードデザインに、 

才ートマチックスタビリティコントロールや新世代のインテグ 

ラルABS、電子調藝まサスペンションなど最新の装備を搭載。 

BMS-Kとの組み合わせにより低燃費かつ高出力を実現しなが 

ら、スムーブなエンジン動作を可能じしている。 

Specifications 
エンジンお式 
ホ気量/ボアXスト□-ク 

:空み冷4スト4パJけ水平対向2気话 
1169cc/101X73mm 

压結率 12 ：1 
最寓出力/II大トルク 109p&/7500rpm/11-4咕 nV6000rpm 
車両重量 230kg 
が資 24.4km/ S 
点义方ま/おお方式 …/セル 
タンク容量/オイル容量 186 X—S 
ミッションおま 61 夏 
サスペンション前/後 テレレバー/バラレバー 
ブレーキ前/巧 ,ダブルディスク/シングルディスク 
タイヤ前/巧 120/70-17/180/55-17 
フレームおが 3セクションフレーム 

全唱： 850mm 
シート苗： 770mm 
Sほ巧上萬：mm 
ホイールべース：1500mm 
«小回おキ疫：m 

K1200R 

エアフローを最適化した吸排気システムの 

熟成により、さらにパワフル&トルクフルな 

エンジン瀬能を手に入れている。工場オプ 

シヨンとして設定される電子調整式サスぺ 

ンシヨンは、様々な路面状態じが応。 

Specifications 
エンジン形式 水を4ストD0HC4バルブが列4気巧 
排気 a 1156CC 
巧畜出力 1的ps/10250rpm 
远大卜Jレク 12.9kg-nVrpm 
ぎ両重量 250kg 
ミッションおま6段 

G650Xmoto 

124万7000円(7巧けライン) 

/135万2000円レ、イライン） 

Color Variation 

HグラフイタンメタUックマツトXレッド 

F6己〇シリーズから受け継いだ単気筒エンジSpecifications 

ンを搭載し、パフォ-マンスの向上と軽量扫ェ品ンぁま6水證ストD飢"バルブち巧面 

化を実施。高さ調整可能な油圧がサスペン巧奋出力 53ps/7000rpm 

シヨンを搭載。さらに、プリロード/リバウホホトル？- 6.l2kg-m/5250rpm 

ンドもフルに調整可能となっている。 ミッション形式5段g 

102 

ストリートユースはもちろん、クロスカント 

リーとしても活用できるスタイリング。フロ 

ントにはマルゾッキ製の倒立まフォークが 

セットされ、リバウンド/コンプレッション 

ともに調藝が巧能となっている。 

SpeciTfcations 
エンジンおま 水冷4ストDOHC4バルブ単気巧 
排気量 
巧萬由力 
愚大トルク 
ま巧を* 168kg 
ミッション巧乡ホ5段 

G650XCHARANGE 

650CC単気筒エンジンを鋼管と猫造アルミを Specifications 

使用した軽量、高剛性のフレームに搭載。 
エンジン形ま 水冷4ストDOHC4バルブをち巧 
排気量 652CC _ 

ま用セッティングのサスペンションには、極 巧离由力 53ps/7000rpm 

めて精巧なエアダンピングシステムが装備さ 巧大トルク 
車両重« 

6.12kg-m/5250rpm 
159kg 

れ、高い走行特性が与えられている。 ミツシヨンおボ 娘 



F800GS 

■■ごンセ’こ'M*エE>-xブラック 
HダーC7マブネシクムメタリツク 

Price 

I?化 1ム巧TT1 

134万4000円ヴ巧イ巧イン) 

153万3000円い、イライン） 
a乂シミュレーシヨン 

巧巧本が価巧 128巧円 
巧を登録手巧き巧行手巧料1万8000円 
巧まち備料 3巧6000円 
お込み巧％)合封をお 140方700円 

$量巧(3年） 7500円 
き賠責巧换お(37ケ巧） 1万7780円 

四面五23142万5980円 

G450X 

Price 

114万円 

巧乂シミュレーシヨン 

巧雨本が極巧 108方5714円 
棲を登沒手抚き代巧手巧巧1万8000円 
巧巧を巧巧 3巧6000円 
税込み(5%)合計金な 119巧6700円 

重量巧巧を） 7500円 
1万7780円 きお黄イ呆除巧(37ヶ巧； 

四面巧3122万1980円 

人気のGSシリーズ最新モデルの特性は 
トルクバンドを強化ずることで走破性を向上 

GSシリーズのブランニューとして誕生。あらゆるシーンでま 

躍する高性能は、4000から7500rpmのにい回転域で最大トル 

クの90%を発棵する798CCエンジンがポイント。さらにま体重 

量をわずか216kgに抑えることで加速性を向上。オフロード走 

行はもちろん、スポーツ走行までも余裕で楽しめる。 

Specifications 
エンジンお式 1 
巧ち量/ボアXストロークi 

水ち4ストD0HC4バルブを巧2ミ巧 
798CC/82X75.日 

圧接を : 
巧ま出カン巧大トルク 
車両歪fi 

12 :1 
85ps.7500rpm/8.46kg-rn/'5750rpm 
216kg 
26.3km/e が《 

点义方ま/おおI方ま 
タンク容量/オイルを量1 
ミッション形ま "^ 

^ —/セル 
1166/—e 
「娘 

サスペンション前パを 
ブレーキ前健 

巧立テレスコビック/スイングアーA 
ダプルディスク/シングルディスク 

タィャ前/後— 
フレーム形ホ 

90巧0-21/150/70-17 
スチールチューブラー 

エンデュー□レーヴーとして生み出される 
革新の車体設計とエンジンチューン 
最大のお徴といえるのが、スイングアームピポットとドライブ 

スプロケが同軸上に配置されているということ。これじより同 

じホイールべースでもスイングアームを長くすることが可能と 

なり、リアホイールをより長く化面に接i也させることを可能に 

している。ている。巧開発となる単気筒449CCエンジンを搭載。 

Specifications 
エンジンおま 
巧ち量/ボアXストローク 

水冷4ストDOHC4バルブ単気苗 
449cc/98X59.6mm 

圧結を 12 :1 
及萬出力/最大トルク 40.8PS/7000rpm/4.36kg-m/6500rpm 
を両重Jt 126kg 
燃巧 —km/6 
お义方式/おお方式 七ル 
タンクを量/オイル容量 
ミッション形ま 5段 — 
サスペンション前/巧 倒ぶテレスコピック/スイングアーム 
ブレーキ前/巧 シングルディスク/をングルディスク 
タイヤお/巧 
フレームが式 

90/90-21/140/80-18 
角節面ブレススチール 

R1200GS 
R1200GS 

Color Variation 

チタンシルメタリック 
圓タンtfニア:カト 
M 7•ミビアオレンジ 
こ^スレ-トメタリックマット 

Price 

201で4000円 レ、イライン） 

215巧5000円プレミアムライン) 

巧乂シミュレーシヨン 

車両本が価格 189で9048円 
括査登沒モ《き巧斤手巧料1万8000円 
巧巧e巧お 3万扣的円 
巧込み【5%)さ計を涵 205で700円 

重量巧【3年） 7500円 
自磨*なち巧(37ヶ月'> 1巧7780円 

国!W里り!;! 207万5980円 

オン/オフを問わないマルチな性能は 
ライディングブレジヤーを堪龍させる 
新世代のボクサーエンジンは回転域をあ大し、ハイパワーを実 

現させるとともに、巧回転域のトラクションも増大。工場才 

プションとして、あらゆるi也おや路面状態において効果を発 

揮する、エンデューロ ESAを選択可能としている。さらに軽置 

ボディを実現するなど、大きな進化を遂けている。 

Specifications 
エンジンおが 
#気量/ボアXストローク 

iを油冷4スけ/1ル_ブ水罕が向额巧 
1 1169cc/10lX73mm 

圧掩率 1 12；1 
巧ち出力/*大トルク 
車雨至S 

105ps/7500rpm/11.7kg-m5750rpm 
‘ 244kg 

ぉ夕 23.2km/e 
お义方ま/お助方巧 /七ル 
タンク容量/オイル容量 - 2oe/—e 
ミッション形式 
サスペンション前/後 
ブレーキ前/巧 

船 
テレレバー/バラレバー 

^ ダブルデイスク/シンブルデイスク 
110/80-19/'150/70-17 
トラス巧造スチールバイプ 

タイヤ前/巧 
フレーム形ま 

Size 

全長： 2210mm 

全桓： 940mm 
シートま： 850巧70mm 
巧巧化上ま：mm 
ホイールべース：1520mm 
巧小回お半径：m 

R1200GS ADVENTURE 
BMW/'目 MW 

悪路走破あび転倒に強い、エンジンガード、 

アルミ製エンジンカバー、ハンドプロテクタ 

—イ寸アルミ製ハンドルバーなどを装備。大 

型ウインドシールドの採用により、風雨に 

おして優れた保護機能を発揮する。 

Specifications 
エンジンお空缉を4ストうパルプ水平钟向2気巧 
排気量 1169CC 
巧ち出力 105ps/7500rpm 
巧大トルク 11.7kg-m/5750rpm 
車両重量 270kg 
ミッションおま6段_ 

F650GS 
F650GS 

Price 

104万6000円びうティブライン) 

/123万5000円（Aイライン) 

Color Variation 

aアイス;トグシルパーメタリック 
Hiフレ~ムレッド 
aアズールスレ-メタリック 

コントロール性が高いことで定評のある 

F800S/STに搭載される798CCパラレルツイ 

ンを搭載。コンパクトなボディとあわせて、 
オンロー ドでもオフロードでも使えるパフオ 

—マンスを備えている。 

Specifications 
エンジン形式’水冷4ストDOHC4バルブお列2ち巧 
排気 _ _^798cc_ _ _ 
を:毎串力 71ps/7Q00rpm 
巧大トルク 7.朗kg-mM500rpm 
車両重量 
ミッシヨンお式 

208kg 

6段 103 



FIREBOLTXB12R 

Color Variation 

こ二]アークティツクホワイト 
■■■ミッドナイトブラック 

類を見ないスタイリングに与えられた 
強勒なパワーとコーナリング性能の進化 
ビューエルのアイデンティティともいえるVツインエンジンま 
でフレームの一部とするユニプランナーシステムにより、徹底 

したマスの集中、パネ下重量の軽減を実現。’09年モデルから 

はブレーキを従ホの6ポッドキャリバーから8ポッドキャリパー 

へと進化させ、 さらに高い制動力を確イ呆している。また、エン 

ジンを始め車体構成部品の多くをブラックアウトすることで、 

カウルなどのボディカラーを際だたせている。 

Price 

™22113123万2500円 

化乂シミュレーシヨン 

車両本が硕巧 117巧3810円 
巧査登録手なき巧巧手な料1万8000円 
納車整備料 3万6000円 
税込みほ％)合計を巧 128万9200円 

重搬巧(3年） 7500円 
自賠責保険料¢37ヶ月； 1万7780巧 

四!!Kina 131万4480円 

Specifications 
エンジン开さま 
排気S/ボアXストローク 

空ち4ストOHV2バルブV型2気巧 
1202cc/朗.9 X 96.82mm 

庄縮率 
巧富出力/巧大トルク 
車両重a 

,10.0:1 
;—PS/—rpm/ —kg-m/—rpm 

179kg 
がが —km/fi 
点火方式/お教方ま 
タンク容量/オイル容量 

'…/セル 
1 14.5 6/2.4 6 

ミッションおま ，臘 ' —- 
サスペンション前/巧 I倒立式フォーク/スイングアーム 
ブレーキ前/;を 
タイヤ前/巧 
フレーム形ま 

シングルディスク/シングルディスク 
120/70ZR17/180/552R17 
アルミニウム鸦ユニプランナーシステム 

Size 

全恒： 715mm 
シート宮： 775mm 
巧ほ化上寓：mm 
ホイールべース：1320mm 
巧小回お半径：m 

LIGHTNING XB12Ss LIGHTNING XB12Scg 
ライトニングXBl吕Sc呂 

Price 

I化比b巧;り:'1193で9ちnn円 

Color Variation 

Price 

tiiaau ぉ加123で2500円 

Color Variation 

Mトランスセントチェリーボムレッド 
■巧ンス;レ-セントヒー□-スト 
麵ミッドナイトブラック 

cg=センターオブグラビティは、低いシート 

高と低重むによつて操作性を格段に向上。 

シヨートタイプの倒立フオークやリヤサスに 

より、口ードインフオメーシヨンを的確にラ 

イターへ伝える。 

Specifications 
エンジンおま 
排気量 
巧高出力 

ミッシヨンおま 

空冷4ス 
1202CC 

卜0HV2バルブV型2気巧 
専用となるシャーシ設計はロングホイール 

ベース化された車イ本が特徴。' 09年モデルの 
進イヒとしては、XB12Sシリーズ共通となる 
ドライブベルトの強化やブレーキキャリパー 

の 8 ポッ ド化も施される。 

Specifications __ _ __ 
エンジンお式 をを4ストOHV2バルブV型2ミ巧 

1202CC 
を® 出力_—PS/-rpm_ 
巧大トルタ ーkg-m,'—巧m 
車両重X 181kg 
ミッションがま5段 ■ 

LIGHTNING CITYX XB9SX ULYSSES XB12XT 
Buelレヒュ 

ハンドルバーにはプロテクターを、タンクに 

はXプロテクション等専用装備が満載。ブレ 

—キユニットは6ホ°ットとするものの、バネ 

下重量の轻減によって挙動の安定を図って 

いるのも特徴。 

Specifications 
ェジンおま 空冷4ストOHV2バルカ/型2気巧 
排気11 985CC 
巧活出句 一Pが一rpm 
巧大トルク ーkg-m/—rpm 
車両ま* 177kg 
ミッションおが5段 

新たにモデルチェンジを果たしたュリシーズ 

は、ダウンフェンダーや延長されたウインド 

シールドが従来モデルとの外装的な相違点。 

純正採用するタイヤは耐久性と排水性に優 

れたピレリディアプロストラーダ。 

Specifications 
エとジンおま 
巧ち* 
巧萬出力 

車両まfi 

空冷4ストOHV2バルブV型2ち巧 
1202CC 
—ps/—rpm 
—kg-m/—rom 
193kg 

ミッション形式一5段 



STREETFIGHTER 

攻擊のなスタイリングぞ実現する 
ストリートフアイターとしての素性 
カフェレーサーブームから端を発したストリートフアイターの 

系譜。トレリスフレームデザイン、大型フォークブリッジ、口 

ングスイングアームがストリートフアイター専用のシャシジオ 

メトリーを形作る。モンスターシリーズとは明らかに異なる 

そのスタイリングには、155psを誇るデスモテスタストレッタ 

エボルツィオーネエンジンを搭載C Sには才ーリンブ製サスぺ 

ンションやマルケジーニ製ホイールなど、衷睾装備を採巧。 

189万円/245万円间 

巧入シミュレーシヨン 

車両本が価巧 180万円 
橫査登録手持き代巧手な料1万8000円 
納まをお巧 3方6000円 
巧込み巧％)合計を額 194万6700円 

蛮g税(3年） 7500円 
自賠黄保おf4 (37ヶ月） 1方7780円 

□Enn:3197万1980円 

Specifications 
エンジン形式 
をち量/ボアXストローク 

水を4ストデスモドロミ7ク4バルカ•琴2気を 
1099cc/104X64.7mm 

圧痛を 12.4:1 
度S出力/巧大トルク 155ps /9500rpm11.7kg-m/9500rpm 
車両重C ―均 _ 
が巧 —km/e 
点义方ま/おかちま 
タンク容量/オイル容量 —e/-e 
ミツシヨン巧$ま 6段 
サスペンション前/巧 
ブレーキ前けを 

倒立テレスコビック/スインク7—ム 
ダブルディスク/シングルディスク 

タイヤ前/後 —/— 

フレ-ムがま スチールバイプトレリス 

Size 

全長： 一mm 

を精：~mm 
シート面：一mm 
巧低地上离 
ホイールべ- 
巧小回お半径 

―mm 
•ス：1475mm 
E：-m 

SUPERBIKE1098R Troy Bayliss L.E. 
卜□イベイリスの引退を記念ずる 
本格□—ドゴーイングレーヴー 
2008年ワールドスーパーバイクチャンピオンシップをはじめ、 

伝説的キャリアを称えた1098Rトロイベイリスリミテッド。最 
上のコンポーネンツ、先進のエレクトロニクス、そしてレース 

で証明’;きみのシャシテクノロジーを融合した、まさに口ードゴ 

-イングレーサー。シングルシートのモノポストのみ。 

Specifications 
エンジン形ま 未を4ストデスモドロミ7ク4/りけし墅2気S 
おま量/ポアXストローク 1198.4成/106X67.9mm 
圧巧李 12.8:1 
巧ま出力/巧大トルク 
車両を量 

180ps /9750rpm13.7kg-m/7750rpm 
165怕 

が巧 —km/g 
ぉ义方ま/おお方ま / 
タンク容量/オイルを■ 15.5 6/——e 
ミッションおま —6段 
サスペンション前/巧 倒なテレスコeッ女/スイングアーム 
ブレーキ前/巧 ダブルディスク/シングルディスク 
タイヤ前パを 
フレームおま 

‘120/70-17/190/55-17 
1スチールバイブトレリス 

Size 

全長： 2100mm 

を悟： 一mm 
シートま：—mm 
巧な地上岳：一mm 
ホイールべース：1430mm 
巧小回te半径：-m 

SUPERBIKE11985 

Color Variation 

Price 

2了4万円 

車両未巧価格 260万9524円 
玲查登録手規き代巧手な料1巧8000円 
巧まをflS巧 3万6000円 
巧&み(5%)さミ*^を巧 279万6700円 

重量巧(3年） 7500円 
自お黄おお巧く 37ヶ月； 1万7780円 

005203282万1980円 

スーパーバイクテクノロジーを投入ずる 
ライトウエイトパフオーマンスの新碁準 
標準装備される革新のドウカティデータアナライザーは、サー 

キットや公道での走巧セッションのデータを分そ斤可能に。D 

T Cはフロントとリアのホイールスピードをモニターし、加速 

時のリアホイールスピンを検知、電子的にエンジンパワーを抑 

え、トラクシヨンを回復させるなど最新技術を投入。 

Specifications 
エンジンおま 水を4ストデスモドロミック4バルブ迎2気# 
ホち量/ポアXストローク 1198.4 CC/106X67•目 mm 
圧巧牽 12.7:1 
巧萬出力/ft大トルク 170ps /9750rpm13.4kg-m/8000rpm 
苹両ま* 169kg 
巧貧 —km/6 
点义方ま/始動方式 
タンク容量/オイル容量 15.5B/— fi 
ミッションお巧 6段 
サスペンション前/巧 倒立テレスコピック/スイングアーム 
ブレーキ前/巧 ダブルディスク/シングルディスク 
タイヤ前/巧 120/70-17/190/55-17 
フレーム形が スチールバイプトレリス 

窃ze 

全長： 2100mm 

をお：—mm 
シートな： 820mm 
:®あ化上な： 一mm 
ホイールベース：1430mm 
巧小回巧半语：—m 
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SUPERBIKE1198 

Color Variation 

Price 

224万円 1 ぶなムHd1|-1 

巧乂シミュレーション 

車兩本か備巧 228方5715円 
お査登!!手規きげ巧を巧お1巧8000円 
巧車を巧巧 3万6000円 
税込み巧％)合お金な 245乃6700円 

重量お(3年） 7500円 
自賠*巧除巧(37ヶ月） 1巧7780円 

nnss33248万1980円 

ファクトリーレーサーの技術を反映ずる 
スーパー/ (イクシリーズの最新銳機 
1198のネーミングをりファクトリーレースマシンと同寸の106 

X67.9mmのボアストロークを採用。1シリンダーあたり4本の 

バルブの傘径を4%拡大、インレット43.5mm、エキゾースト 

35.5mmで充填効率を向上。バルブの駆動にもフリクション 

と金属疲労を低減する"スーパーフィニッシュ"仕上げ。 

Specifications 

エンジン形ま_ 木を4ストデスモドロミブク4バルブしお2ちお 
挤ま量/ボアXストローク1198.4 cc/106X67.9mm 
圧箱幸 12.7:1 
巧高出力/巧大トルク170ps/9750rpm13.4kg-m，'8000rpm 
幸P重 S 171kg 
燃巧 —km/fi 
点义方式/始巧方ま 
タンク容量/オイル容量15.5 e /-e 

シ^おが 6段 
サスペンシヨ >前パを 巧立テレスコビック/スイングアーム 
ブレーキ前/巧 ダブルディスク/シングルディスク 
タイヤ前/巧 120/70-17/190/55-17 
フレームおま スチールバイブトレリス 

Size 

を慢：—mm 
シート禹： 820mm 
巧な地上窩：一mm 
ホイールべース：1430mm 
巧小回お半径：-m 

SUPERBIKE848 

Color Variation 

レッド 
ロパールホワイト 

Price 

。化なた刊巧で1 189万円 

巧! 乂シミュレーション 

車両本が価巧 180万円 
検ま登巧手病き代巧手巧が1巧8000円 
巧車整巧芽斗 3万6000巧 
税込みほ％)合計を巧 194万6700円 

室量巧(3年） 7500円 
自賠責な诊料(37ヶ月） 1万7780円 

回囚5五正1197万1980円 

超高効率パワーユニットを投入された 
最先端のハイノ くフオーマンスモデル 
細部にわたるリファインとツインシリンダーテクノロジー追巧 

の長い歴史から生み出された車体は、乾燥車重僅か168kgと 

が前モデルと比べ20kgの軽量化。水冷Lツインデスモドロミ 
ックエンジンを搭載、134ps/10000rpmの出力と、9.8kg-m/ 

8250rpmの高トルクとなる。 

Specifications 
エンジン形ま " 水を4ストデスモド□ミック4バルブL型2を巧 
排気量/ボアXストローク 849.4 cc/94X61.2mm 
圧縮を ~ 12:1 
巧萬出力/巧大トルク 134ps バ0000rpm9ぶ均-nV8250rpm 
を両重S 168kg 
燃费 —km/6 
点火方ま/抬巧方ま • -/ 
タンク容量/オイルを* l5-5G/-e 
ミッションお式 娘 
サスペンションお/?を 阁なテレスコビック/スイングアーム 
プレーキ前パま ダブルディスク/シングルディスク 
タイヤ前/後 120/70-17/180/55-17 
フレームおま スチールバイプトレリス 

Size 

全長： 21加mm 

を悟：一mm 
シート奋： 830mm 
巧低地上离：一mm 
ホイールべース：1430mm 
巧小回お半径： 一m 

MONSTER 110OS 
モンスター11003 

Price 

165万円 

巧入シミュレーション 

を巧本が価格 157巧1429円 
お査登録手巧き代巧手巧巧1巧8000円 
巧車を巧料 3万6000円 
巧込みほ％)合計金な 170巧6700円 

ま量お(3年） 7500円 
自賠責保お料妇7ヶ月） 1万7780円 

り‘'だ 1 173万1980円 

DUCみ了レトツ巧テt 

スポーツパフオーマンス、ライディングプレジヤー、 
そして鮮烈なルックスを完璧にバランス 
トレリスフレームはデスモセデイチRRのシヨートフレームコ 

ンセプトを引き継ぎ1的8円と同径同肉厚のチユーブを採用： 

リアサブフレームもまたデスモセデイチテクノロジーを導入し、 

ライダーとパッセンジャーを支えるよう強錫でありながら鞋量 

なアルミニウムキャスト製を採用。 

巧なfl/ボアXストローク 1078cc/98X71.5mm 
圧摇率 1 
巧音出力/巧大トルク 
車両至S 

10.7:1 
95ps /7500tpm10.5kg-m/6000rpm 
168kg 

が黄 , …km/C 
点义方ま/おお方式 —/セル 
タンク容量/オイル容量 156/—e 
ミッションおま 
サスペンション前/巧 
ブレーキ前/を 
タイヤ前/巧 

6段 _ 
倒立テレスコピック/スイングアーム 
ダブルディスク/シンブルディスク 
120/70-17/180/55-17 

を指：-mm 
シート畜： 810mm 
巧ほ化上嵩：一mm 
ホイールべース：1450mm 
»小回お半澤：-m 

MONSTER 696 
モンスター 696 

Color Variation 

シンブルなスタイリングびもた5ず美しさが 
モンスターの新たな始まりを意味ずる 

レッド 

Price 

【本服m端99万8000円 

斑入シミュレーシヨン 

車兩本が価格 95乃477円 
巧查登録手なき巧巧手な巧1巧8000円 
納幸をなお 3万6000円 
税込みほ％)合針を巧 105万4700円 

重量税(3年） 7500円 
自賠黄巧験お(37ヶ月） 1巧77抓円 

国圍じ,107方9980円 

770mmまで低められたシート高は、モンスター696のライディ 

ングポジションを誰にでも確実なバイクコントロールをもたら 

す設定。軽量化への追巧がバイクの細部まで巧き-虞り、乾燥 

重量161kgと同クラス最軽量の1台。高い剛性と程量さを兩立 

する銅管トラスとリアのアルミニウム製サブフレームを採巧。 

Specifications — Size 一 _ 
エンジンお式 ：を制ストデスモドロミVクがルブIJ2ま巧 
おち量/ボアXストローク： 696cc/88X57.2mm 
圧結を 10.7:1 
巧な化力/ft大トルク 80ps/9000rpm/7.0咕m/77前中m 
革両ま里 161kg_ 
が資 —km/e 
点义方が/始動方が 一/セル 
タンク容量/オイル客曼 155/—e _ 
ミッション巧さが 6段_ 
サスペンション巧/が 尚なテレスコビック/スイングアーム 
ブレーキお/後 ダプル另ィスク/シングルディスク 
タイヤ前/巧 120/60-17/160/60-17 
フレーム嵌式 スチールバイブトレリス 106 



MONSTER 1100 GT1000 

モンスター1100 

Price 

目96よりライドハイトを40mm高め、グラン 

ドクリアランスを大きく確保して、リーンア 

ングルを最大化する車体設計がポイント。こ 

の新しいネイキッドバイクのスポーテイな一 

面を究極まで追ボしている。 

SpeciTications 
エンジンおま を冷けトデスモドロミックがルブ埋巧巧 
が気fi 1078CC _ 
巧寓出力 95ps/7500rpm 
巧大トルク 10.5kg-m/6000中m 
車両重量 1朗咕 
ミッi/ョンおま’ 6段 

70年代のGTモデルをイメージさせるスリムSpecifications 

なタンクには、二ーグリップ部分を深く彫り 

込むことでクラシカルなムードを演出。カラ 

-リングはブラックじホワイトストライプと 

クラッシックシルバ_ &スモークグレー。 

エンジンおま ,をを4ストデスモド□ミック2バルブ埋2ミ巧 
排気量 i 992CC 
巧萬出力 , 92ps /SOOOrpm 
巧大トルク 9.3崎-m/6000rpm 
車両至量 ;185kg 
ミッション形ま ; 6段 

SPORT1000S 

1G0万円 

Color Variation 

匡コレツドXホワイトストライフ 
麵コ：'ラックX巧ワイトストライフ 

Hypermotardi 100S 
Aイバイタード110os 

カフェレーサースタイルをモチーフに、ツイ 

ンショックそして’70年代当時のスタイリ：■ 

-ツクラシックシリーズ定番モデル。 

Specifications 
エンジン形式 
排気量 

二スー，^占品こ^互が^ 

をち4ストデスモドロミツク2バルブL型2気巧 
992CC 

ライトウェイトボディとエクストリームなル 

ックスを強調するのは、を所に配された力 

Specifications 
エンジンお式 
排ms 

をち4ストデ马モドロミ.?ク—2バルブ1^2気K 
1078CC 

思寓出力 92ps /SOOOrpm —ボンファイバーパーツ。さらにフロントフ 巧岳虫カー 卵 ps /7750rpm 
巧大トルク 9.3kg-m/6000rprn 才ークにはDLCブラックコーティングを施 

し、イメージを一新している。 

巧大トルク 10.5kg-m/4750rpm 
車両重量 185kg 車両巧量- 177kg 
ミッションおが 6段 ミッションおま： 娘- 

Hypermotardi100 

2バルブ空;令、デスモドロミックデュアルス 

パークエンジンを採用し、どんな回転数で 

も最高出力のアップやトルク巧せを向上。ま泣高出力 

も改善されている。 

Specifications 
エンジン形ま まを4ストデスモドロミック2バルブIJ2巧巧 
排気曼 1078CC 
巧高出力 90ps /7750rpm 
巧大トルク 10.5kg-nv'4750rpm 
車両ま量 177kg 
ミッションおま 6段 

MULTISTRADA1100 

パワフルな空を1079CCデスモドロミックエ 
ンジンに、フルアジヤスタブルサスを採用。 

リファインされたトレリスフレームとの組み 

合わせによって長距離走行時の快適性も損 

なわないセッティングとなっている。 

Specifications 
エンジンおま 
排気量 

；空を4ストデスモド□ミック2バルブU2ちg 
1078CC 

巧富出方 
る大トルク 

95ps 口巧Orpm 
I0.5kg-m/4750rpm 

車闲重i t 196kg 
ミッションお巧 6段 

MULTISTRADA1100S 

Color Variation 

新色を追加ずることでイメージを一新 
日常ライドも巧能にずる最高のクオリティ 

Hフラジ：r 
1=1てール巧ワイト 

Price 

凹凸ムロi!た:171方5000円 

M乂シミュレーション 

ま两本が価な 160万3334円 
巧a呈沒手統き巧巧手を料1万8000円 
巧車巧«巧 3万6000円 
巧込みほ％)合おを巧 177方1700円 

*量巧(3年） 7如0円 
自磨*なお巧(37ヶ月:I1万77朗円 

|歷化!! 1179万6980円 ，-ぐづ.I 

高せ能才ーリンズ製フルアジャスタブルサスペンションを前後 

に装着。スーパーバイクシリーブと同様の口ードホールディン 

グによってファンライドを実現。レーシンググレーのトレリス 

フレームと力ーボングレーフイニッシュのエンジンアウターケ 

—スを植うパールホワイトが新たに追加となっている。 

Specifications Size 

篇雨ク型が聲啤就し全ち：測mm 

圧巧車 98X71.5mm/10.5:1 
巧ち出カンち大トルク 95ps/7750rpm/10.5kg-m/4750rpm 
麻** _ --1如 - 
ぉ資 ，一km/e 
ホ义方ホ/おお方が /セル 
タンク容量/オイル容量 20 e /— e 
さッ シヨン形式 
导ペンション商/痒 

‘レーキ前/巧 え 
心ヤおパ美 
フレーム形式 

. 6弦-, 
巧立テレ — 
ダブルディスク/シングルディスク巧な化上を：—mm 
120/70-17/180/55-17 ホイールべース：1462mm 
スチールパイプトレリ 

_一 全巧：一mm 
佳!!立テレスコビック/スイングアームシートま： 850mm 

巧小回お半径： 一m 
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XR1200 

満を持してラインアツフに加わる 
往年の名車|*XR"のネーミング 
70年代のダートトラックレーサーとして、あまりにも有名な 

XRのをを冠したスポーツスターシリーブのブランニユー。ま 

用にファインチユーンされたVツインはビユーエル用のクラン 

クを使用しながらダウンドラフトタイプのインジェクシヨンを 

採用。それに伴いま用デザインのエアクリーナーカバーをデザ 

インするなど、設計、スタイリング、性能ともにあらゆる面で 

スポーツスターとは一線を面している。 

Price 

1地は•ん巧で巧147巧5000円 

既乂シミュレーシヨン 

車兩本が価格 140万4762円 
おを登録手統き巧巧手数料1方8000円 
巧車整がお 3巧6000円 
税込みほ％)合計を巧 153方1700円 

重ホが(3年） 巧00円 
自賠黄巧お料(37ヶ月） 1巧7780円 

国!回た" 55で6980円 

Specifications 
エンジンおが 
巧気量/ボアXストローク 

空を4ストV型2ち巧エボリューシヨン 
1202cc/88.9X96.8mm 

圧滿率 
巧富出力/巧大トルク 

I 10:1 
,—ps/_rpm/9.2咕-m/3500prm 

車両重i 250kg 
お巧 ' 23.0km/e (窝速巡行時） 
お'火でホ/始動お式 
タンク容量/オイル容量 
ミッション形ま 
サスペンション前パを 

/セル 
12-5 e/—2 

.娘 - 
簡立テレスコピック/スイングアーム 

ブレーキ前/後 
タイヤ前/後 

ダブルディスク/シングルディスク 
120/70-18 /180/55-17 

フレームおま — 

全傷： 930mm 
シート窝： 742mm (加重時,> 
ホイを地上富：147mm 
ホイールべース：1515mm 
巧小回を半径： 一m 
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XL1200N 
スポーツスター1泌0ナイトスター 

Color Variation 

CMブUリでントシルバーデニムXフラックデニム 
■ミラージュオレンジバールXビビットブラック 

Price 

141万5000円 (モノト-ン) 

144方6000円 (ツートン） 
稱乂シミュレーション 

ま巧本巧価巧 134万7619円 
お查登提手诗きれ行手巧巧1方8000円 
がまをがが 3万6000円 
お込み巧％)合討を巧 147巧1700円 

ま量がは年） 7500円 
自お黄保険;斗(37ヶ月） 1巧7780円 

口EKiml49万6980円 

HARUEY-DAVIDSON ハ-レ；ビト 

専用ペイントで重厚感を備える 
スポーツスターシリーズの新定番 
ナイトスターの名の通り、フロントフォークアウターチューブ 

やリムにブラックペイントを採用。さらにエンジンにも専用の 

ブラックXグレーペイントを施して重厚な印まを巧し出すル 

ックスが作り上げている。シングルシートでシート高676mm 

の口ーシートを装備することで、ち好な足つき性を実現C 

Specifications 
エンジンお式 
排気量/ボアXストローク 

iをを4ストV型?気巧エボリューション 
i 1202cc/88.9X96.8mm 

圧縮を 
巧を出力/度大トルク 
車両重fi 

恤 —-— 
I —ps/—rpm/8.9kg-m/3500prm 

260kg 
燃巧 23.3km/e (离渾巡行時） 
お义方が/始お方式 一/ル 
タンク容量/オイル容量 12.56/—e 
ミッションおが 5段 
サスペンション前/後 正なテレスコピック/スインブアーム 
ブレーキ前/巧 シングルディスク/シングルディスク 
タイヤ前/巧 100/90-19/150/80-16 
フレーム形ま 

を眉： 935mm 
シートな： 676mm (が重時） 
及あ化上音：130mm 
ホイールべース：1510mm 
巧小回巧半径：-m 

XL1200C XL1200L 
スポーツスター1200カスタム スポーツスター1200111- 

131巧4000円(モノトンカラ-) 

バ34万5000円！ツ-トンカラ-) 

Color Variation 

nフレイムストパールXビュー5?—バール 
mmし-ッドホジトtryブDxスモー:f-：j-ルト‘ 
mmこ:ピットフラックXミラージュオレンジパール 

フロントスポークホイール&リアキャストホ 

イールの組み合わせというカスタムルック。 

ワイド&ストレッチタイプの大容量17 2夕 

ンクの採用と専用のライザーハンドルによ 

って、ロングクルージングにも有効な1台。 

Specifications 
エンジンおま 空冷4ストV型2ち齿エポリユーション 
を気え --j2oa：c —一… 
最萬出力 一Pが一rpm 
巧大トルク 8.9kg-m/3500prm 
ま巧重* ' 260kg 
ミッションおま. 5段 _ 

Price 

128万3000円(モノトンカラ-) 

/131万4000円(ツ-トンカラ-) 

Color Variation 

Mビビッに7ラック 
HフレイムフJレイト•ル 
圍レッ朽n'ットヴンブロ 
mmダークフJレ-パール 
m=i；!；ごイトニ^~ルト’バール乂ビユー^ーパー"ル 

口一のちの通りシート高668mmのツーアップ 

バッドランダーシートや、専用の口ーダウン 

サスペンションなど、足つき性の良さが魅 

力。プルバックハンドルによってリラックス 

したライディングポジションを実現。 

Specifications 
エンジン形式 
抽mi 

空冷4ストV型2気巧エボリ王ーシヨ> 
1202CC 

巧活出力 —ps/—rpm 
8.9kg-m/3500prm 巧—夫いレ争 

車両重量 260kg 
ミッションおま 娘 



HARLEY-DAVI的ON/"-レイむドか HAR 比 Y.DAVIDSON/"-い南い 

XL1200R 
スポーツスター1200□—ドスター 

XL883 
スポーツスター8扫3 

Price 

四田立正因128万3000円 

Color Variation 

■フレイムフJレーパール 
■ ‘一.ッドホットヴンブロ 
■ミラージュオレンジけ一Jレ 

口ードスターの名を冠した1200スポーツス 

夕ーシリーズの軽げモデル。ホイールべース 

の短さに加え、足元にはディスクブレーキと 

19インチキャストホイールを採用すること 

で、ハードなライディングにもが応。 

Specifications 
エンジンお式 を冷4ストV型2気巧エずリユーシヨン 
扫辟* 1202CC _ 
巧寓出力 一ps/—rpm 
巧大トルク 8.9kg-m/3500prm 
車両重量 260kg 
ミッション形式5段 

Price 

ベーシックモデルらしいシンプルなスタイリ 

ングには、ソロシートや高さを抑えたハンド 

ルバーなどを採用。別売りのタンデム用装 

倫を装着すれば、乗車を員2をでの登録も可 

能となっている。 

Specifications 
エンジンおま 
mni 
巧高出力 
最大トルク 

巧を4ストV型2気街ェボリユーシヨ 

を両重量 260kg 
ミッションお式.S段 

XL883R 
スポーツスター班3R 

Color Variation 

Price 

t通ムsがよ，99万8000円 
巧入シミユレーシヨン 

ま巧本が価格 95万476円 
おを登録手持きげ巧手なお1万8000円 
巧車おが巧 3巧郎00円 
税込みほ％)合計金額 105巧4700円 

ま蛋巧は年） 7500円 
自おItなお料(37ヶ月） 1万7780円 

回囚ESE3107万9980円 

レーシングスピリットを受け継ぐ 
専用のタンクグラフィックを採用 
フロントダブルディスクブレーキとキャストホイールの組み合 

わせによって、スタイリングのアップデイトと確実な制動力を 

確が。ルックス面でもタンクグラフィックによって、精す旱なス 

タイリングを手に入れている。さらにエンジンやサスペンシヨ 

ンをブラック塗装しスポーティなか観を演出。 

Specifications 
エンジン形ホ ま冷4ストV型2気巧エボリューシヨン 
おち量/ボアXストローク 883cc/76.2X96.8mm 
圧游卖. 
巧富出力/巧大トルク 
車両重量 
が巧 
ぉ义方式ン始動!方式 
タンク容量/オイル容量 
ミッション形ま 
サスペンション前/後 

9:1 
一 ps/—rpm/6.8kg-m/3500prm 
260kg 
25.5km/5谣速巡行時） 

セル 
12.5 6/—e 
5段 — 
正立テレスコピック/スイングアーム 

ブレーキ前/巧 ダブ聲デ < 是？/シ:;^グルディスク 
100/90-19 /150/80-16 タイヤ前/巧 

フレーム形式 1 — 

Size 

全長： 2245mm 

を悟： 935mm 
シート高： 714mm (加重時) 
巧化地上音；141mm 
ホイールべース：1520mm 
巧小回お半径：一 

XL883C 
スポーツスター扫呂3カスタム 

HARLEY.DAVI的ON/"-ぃ化けリン 
XL883L 
スポージスター8扫3□— 

HARLEY-DA 川 DS0N.••ハ-レ-タピ.卜. 

Price 

114万5000円(モノトンカラ-) 

/117万6000円り-トンカラ-i 

Color Variation 

圓ビピットフラック 
EZ3ビユーターバール 
■■フレイムフJレーイでール 
■■しツド巧ツトヴンブ〇 
03 mクイトニすールfバーJレXビユー5^~パー"jレ 
H L '■ドな:'トヴングロXストキーおレド 

フロントに21インチスポークホイール、リア 

じキャストホイールを組み合わせることによ 

つて、カスタムテイストをアピール。フォワ 

-ドコントロールを採用することで快適な 

ツーリングをサポート。 

Specifications 
エンジン形式 をち4ストV型2気街エボリユーシヨン 
排気fi 883CC 
巧离化力 —ps/—中 m 
巧大トルク 6.8kg-m/3500prm 
串前室量' 280kg ' 
ミッションお式 5段 

Price 

シート高641mmの口ーシートと、口ーダウ 

ンサスペンションのセッティングにより、抜 

群の足着き性を確な。これに合わせて専用 

のハンドルバーを装着することでゆとりのク 

ルーズを可能にする。 

Specincations 
エンジンお式 
排気量 
を串巧片 
ち大トルク 
ま両さ* 
ミス_シヨンおホ 

をを4ストVを!2気尚ェボりューシaン 

VRSCDX NIGHT ROD 
HA化EY‘DAVIDSON/"-レイビットソン 

VRSCAW V-ROD 
VRSCAWVnu/K 

Price _ 

I 训1成;!.11234万1000円 

全身をブラックで統一するとともじ小振り 

なビキニカウルを装着。さらに専用シート& 

マフラーによる機能性と、リアに240mmの超 

幅広タイヤを組み合わせることで個性的ス 

タイリングを両立。 

Specifications 
エンジンおが 水冷4ストV型2写巧レボリユーシヨン 
排気《 -1246CC 
巧萬出力 一ps/一rpm 
巧大トルク iO-ekg-m/7000prrn 
車両重姐 ’ 307kg 
ミッションお式 :娘 

Price 

219万円(モノトンカト) 

/ 222万1000円り-トンカラ-; 

color Variation 

CZ3ピューターバール 
^フレイムフJレーJトイレ 
圓レッドホットサングロ 
K3じビッドブラックXビコーターパール 
mnフレイムプJレイてールXピューターバール 

ま用にデザインされたマフラーやフロントに 

スポークホイールを組み合わせることで、シ 

リーズのスタンダードにして個性ミなれるフォ 

ルムを実現。ABSなどの装備もシリーブ共 
るで搭載’;きみ。 

Specifications 
エンジとがを 水を4ストV型2気苗レポりユーシヨ' 
が気量— ^ 1246CC _ - 
S忌出力 一ps/—rpm 

10.6kg-m/7000prm 
車面至， 307か 
ミッションおまA 5段 109 



VRSCF V-ROD MUSCLE 

Vロッドシリーズ①新たな魅力を引さ出ず 
現代のカスタムテクニックび満載する新型 
高回転までスムーズにふけ上がる水冷1250CCレボリユーシヨ 

ンエンジンを搭載するVロッドシリーズ最新機。ファットなリ 

アタイヤに加え専用のフIンダーー体型LEDコンビネーシヨン 

ライトを装備。フロントウインカーはミラーのネック部々じビ 
ルトインするなど、随所にカスタムテイストを散りばめている。 

ABSやスリーパークラッチといったを全&快適装備の採用も 
抜かりはない。 

Price 

msE33209万9000円 

巧乂シミュレーシヨン 

車両本が価格 199巧9048円 
お查登録手統き巧巧手なお1万8000円 
巧車を痛お 3巧6000円 
巧込みほ％)含計を巧 215万5700円 

ま蛋が年） 7500円 
自脂資保険料は7ヶ月）1巧7780円 

1歷邏218万980円 

Specifications 
エンジン形式 
排気量/ポアXスト□—ク 
圧縮率 一 
巧畜出力/巧大トルク 
車両重« 
燃巧 

水冷4ストV型2気巧レボリューシヨン 
1246cc/105X72mm 

rpm/10.6kg-m/7000prm 

17.9km/e铺速巡行時） 
点义方式/始》を^ __ 
タンクを里/オイル容量 18.96/ここ与 
ミッションお式 5段 
サスペンション前パを倒立テレスコビック/スイングアーム 
ブレーキ前/巧 ダブルディスクシングルディスク 
タイヤ前/巧 120/70-19/240/40-18 
フレーム形巧 一 

Size 

全長： 2410mm 

全幅： 950mm 
シート巧：640mm (加ち時; 
巧あ巧上ち：105mm 
ホイールべース；1700mm 
巧小回ち半径：-m 

FLHR ROAD KING 

Color Variation 

クラシカルな大型へッドライトナセルが 
シンプルなスタイリングぞ作り上げる 

■■比ッ巧ラック 
■■レジドホットヴンク□ wmnダークストパール 
OBホワイトニ!ィレの卜-Jl/Xビュづーノト-Jレ 
K3つ- 

^ゴールド ■13レッI 
Price 

255万7000円 ほノト-ン） 
258を8000円が-卜y— 

財乂シミュレーション 

車両本体価格 243万5238円 
玲を登録手統きげ巧手を巧1巧8000円 
がま整が料 3万6000円 
?お么み巧％)さ•計を巧 261万3700円 

至量巧は年） 7500円 
自賠巧巧おお(37ヶ月） 1万7780円 

I誦ぶ抽263万8980円 

FLHシリーズのフロントカウルを取り外し、大型のクロームへ 

ッドライトを採用するクラシカルライン。カウルを取りかした 

後には、簡単に脱着できるウインドシールドを装着し、高速 

ツーリングでのげ適性は損なわない化様。大容量ハードサド 
ルバッグを標準装備することでツーリングにも威力を発揮. 

Soecifications 
エンジン巧さま 
排気量/ボアXストローク 
圧縮を 
巧畜出力/最大トルク 
車両重Jt 
お舞 
点义方が/始お方式 
タンク容■/オイル容量 
ミッとョンお式 
サスペンション前/巧 
フ’~レご■キ南/遂 
タイヤお/巧 
フレームおま 

空冷4ストV型2ち巧ツインカム96 
1584cc/95.3mmX 111.1mm 
9.2:1 
—ps/—rpm/12kg-m/2500prm 
345kg 
21.5km/fi (な速巡巧時） 
—/セJレ 
22.7 6/—e 
目段 — 
正なテレスコむク/ースイングァ—ムちあ地上寓：i30mm 
ダブルディスク/シングルディ—スクホイ-ルべ—ス；1かor 
130/80-17/180/65-16 巧小回ち半语：一m 
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FLHRC ROAD KING CLASSIC 

Color Variation 

□SI巧ワイトニI—JレトVて一JレXビユづ一jレ 
■BHしッドなットヴングロ Xスモー■キートルド 
眶コティーフターコイスXアンテイーク巧ワイト 
Price 

271万6000円(モノトンカラ-) 

ノ 274万7000円(とトンが-1 

麻乂シミュレーシヨン 

車両本体価格 25B 万6667円 
お杏登な手巧き巧巧手巧が1万目000円 
巧車を巧お 3万目000円 
巧込み巧％)合計をお 2 口巧2700円 

を量巧(3年） 7500円 
自賠責保険お(37ヶ月） 1万7780円 

^^厕279万7980円 

クラシカルフオルムをミ夹定づける 
数々の専用装飾パーツを採用 
クラシカルなスタイリングの特徵ともいえる、ホワイトウオー 

ル タイヤに組み合わせ るのは スポーク ホイール。 専用 デザイン 

となるレザー製サドルバッグも、スタイリングをみ定づけるポ 

イントのひとつ。ホイールを除いてフレームのリニューアルな 

ど、シリーブ共通となるアップデイトも図られているC 

Specifications 
エンジン®ホ 
が気t/ボアXストローク 
圧結を _ 
巧な出力/巧大トルク 
梳重-量… 
燃巧 
点义方ま/抬巧方ま 
タンクを量/オイル容量 
ミッション形ま 
サスペンション前/すを 
ブレーキ巧パを 
タイヤ前パを 
フレーム巧さが 

空冷4ストV型2お巧ツインカム96 
1584cc/95.3mm Xlll.imm 
9.2:1 

345kg 
21.5km/e (寓速巡行時） 
-/セル 

22.7 6/—e 
6睦 

Size 

全長： 2380mm 

を悟： 9貼mm 
シート岳： 683mm (な]雷時： 
ホな地上ち：130mm 
ホイールべース：1610mm 
巧小回お半を： 一m 



FLHT ELECTRA GLIDE STANDERD 
FLHTエレクトラクライドスタンダード 

FLHX STREET GLIDE 
FLHXストリ〜トグライド 

HA打のSON/" I -化,い. 

Price _ 

四匹立泣1226万2000円 

Color Variation 

圓ビビッ巧ラック 
HフレイムブJl/-パール 
■ブラックデニム 

風圧から身がをずる大型フェアリングとウ 

インドシールドの装着。身がをしっかりとホ 

ールドするディープバケットシートは、夕 

ンデムでもツーリングでの高い快適性を演 

出している。 

Specifications 
エンジン形ま 空冷4ストV型2気巧ツインカム96 
巧なS 1584CC 
を苗出力 ! —ps/—rpm 
巧大トルク 12kg-m/2500prm 
ま兩里量 
ミッション形ま I娘 

Price 

じ巧ミM；! 264万4000円 

Color Variation 

画ビビットフラック 
CZ3ビユ-—パール 
Hレツド巧ジトヴンブ□ 
mmブラックパール 
圓ダークストパール 
ロビユづーデニム 
^■レッドホットデニム 

徴的なフェアリングには、口ースクリーンと 

フェアリングマウントミラーを採用し、スタ 

イリッシュかつ独自のスタイリングを実現。 

クルーズコントロールやABSといった装備も 
ロングツーリングを快適にしてくれる。 

Specifications 
エンジンおま 
巧巧驚 

空冷4ストV型2ち巧ツインカム96 
,1战4cc 

巧な出力 ! —ps/—rpm 
巧大トルク 12k幻-m；2500prm 
車両重it 345kg 
ミッション巧多ま !娘 

FLTR ROAD GLIDE FLHTC ELECTRA GLIDE CLASSに' 
FLTR□—ドグライド 

Price 

Lザなん端;iイ264万4000円 

Color Variation 

■ビビッドフラック 
ンu,ド巧ットヴングロ 

圓フラックパール 
圓夕づブJレ-バーレ 
圓ソニ.ドホ’;'トデ: 
Mミラージュオレン巧卜■ル 

高速巡航を目的としフレームマウントのフ 

エアリングを採用することで、高い防風性 

と安定したハンドリングを兩立。リアタイヤ 

を180mmのワイド化するとともに、新デザイ 

ンの28本スポークホイールを装着。 

Specifications _ _ _ 
エンジンを空_ _を冷4ストV型2ち巧ツインカム96 
が気量 i1584CC 
巧萬出力 
最夫トルク 
を両ち！: 
ミッションおま 6段 

256万7000RIモノトンカラ-) 

/ 2閱万8000円け-トンカラ-) 

Color Variation 

Mビビッドフラック 
^ビューターパール 
HフレイムブJレーバール 
圓レッドホットヴングロ 
ロビビッドフラックXピュイーパール 
03ホワイトごールドパ-■ルXピュー5^—K—ル 
■CIフレイムスレーパールXビューターパール 

ロングツーリングでの快適性を高める才一 

デイ 才の搭載や、大容量ハードサドルバツ 

グと、後席のスぺース調壁が可能な位置可 

を機能付きツアーパックを採用することで 

ロングツーリングに対応。 

Specifications 
エンジンおま 1を冷4ストVま!2巧A([ツインカム96 
排気* * 1584CC 
巧恵出力 
巧大トルク 

—ps/—rpm 
:12kg-m/2500prm 

幸巧巧量 j 370咕 
ミッションおま I 6段 

FLHTCU ULTRA CLASSIC ELECTRA GLIDE 
HAniJEY DA 

フレーム各部をリニューアルずることで 
より快適かつを全なツレーズを実現ずる 
‘09年モデルから変更となるフレームは、大幅な剛性アップが 

図られ、/\ンドリングはもちろん耐义性も向上される。これに 

伴いスイングアームやリアサスペンションなども強化や最適化 

が施され、これまでに(上にを定したクルーズを実現。さらに、 

を全装備としてABSや快適装備としてクルーズコントロール 
を搭載することで、ロングツーリングにもマッチした本4をクル 

-ズ仕様へと引き上がられている。 

307万円(モノトンカラ-) 

/ 310万1000円け-トンカラ-) 

财I入シミュレーション 

車両本が価格 292巧3810円 
お查きお手巧き巧巧手な料1万如00円 
巧車を巧ネ斗 3万飢00円 
税込み(5%>合計を巧 312万6700円 

巧ft巧(3年） 7500円 
自賠黄巧おお(37ヶ月） 1万7780円 

315万1980円 

Specifications 
エンジンおま :空冷4ストV型2巧巧ツインカム96 
巧寅量/ボアXストローク 
圧豁牽 

:1584cc/95.3mmXl11.1 mm 
j 9.2:1 

巧を出力大トルク —ps/—rpm/12kg-m/2500prm 
車両里册 390kg 
化《 
ホ义方ま/抬動方式 
タンク客量/オイル容量 

21.5km/e麻な巡巧時》 
—/セル 
22.76/—e 

ミッションお巧 j 6段 
サスペンション前/巧 j正立テレスコピック/スインブァーム 
プレーキ巧/後 
タイヤ前/巧 

ダブルディスク/シングルディスク 
,130/80-17/180/65-16 

フレーム形式 1— 

全お： 970mm 
シートあ： 693mm (加去時） 
巧低地上基：130mm 
ホイールべース：1620mm 
巧小回お半裡：-m 
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FLSTSB SOFTAIL CROSS BONES 

トラディシヨナルなスタイリングを'巧彿 
古き良を時代のモーターサイクルを再現 
スプリンガーフオークとま用サドルシートという組み合わせ 

は、ニューモデルながらもどこか懐かしい、安ん、感のあるスタ 

イリング。さらにシリーズ共通となるフレームワークにより、 

リアリジットスタイルを再現することで、トラディショナルな 

フオルムをさらに強調している。搭載するパワーユニットは、 

バランサー内蔵のツインカム9犯で、走りの性能は現代の信頼 

性を手に入れている。 

Price 

財! 乂シミュレーシヨン 

車両本ホ価巧 210万4762円 
検宝登なキ巧を代巧手巧巧1巧8000円 
化を整備料 3万即00円 
巧込み巧％)を計を巧 226万6700円 

重量が(3年） 7500円 
自化《(呆除料妇7ヶ月） 1万77肌円 

noma 229万1980円 

Specifications 
エンジンおま 
がちft/ボアXストローク 
往縮を 
巧离出方/巧大トルク 
車兩重。 
燃巧 _ 
点义方ま/始が夕ま 
タンク容量/オイル容« 
ミッションお式 
サスペンション前/巧 
ブレーキ前/後 
タイヤ前/巧 
フレーム形ま 

空冷4ストV型2気巧ツインカム96日 
1584cc/95.3mm X111.1 mm 

21.3knVC (a速巧時） 
—/セル_ _ 
18.9 6/—e 

.6段 _ 
正立テレスコピック/スイングアーム 
シングルディスク/とグルfィろ夕^ 
MT90-B16 /200/55-17 _ 

全巧： 960mm 
シート寄： 676mm (加重時） 
友低地上萬：125mm 
ホイールべース：1630mm 
巧小回お半径： 一m 

FXCWC SOFTAIL ROCKER C 

Color Variation 

Price _ _ 

I化なお口批3 267万8000円 

期乂シミュレーシヨン 

あ両本が価巧 255巧476円 
榜を登な手拭き巧斤手な巧1万8000円 
妈車おがお 3巧即加円 
お込み(5%)合計を巧 273万4700円 

重量被(3年） 7500円 
自お資巧お巧(37ヶ月） 巧77如円 

nmsLiJii 275万9980円 

ソロ/タンデムがワンタッチで選べる 
トリツクシートといラ新たな装備 
シームレスフオルムに数々の専用カスタムパーツがお入され 

る、ファクトリーメイドのカスタムモデル。エンジンまわりを 

はじめ細部にわたるクロームパーッと、トリックシートを装備 

することでタンデムライドにも活躍する。専用ペイントとして 

タンクにフレイムスが描かれることも特徴といえる。 

Specifications 
エンジン形ホ 
巧ち1/ボア)(ストローク 
圧縮率 
巧富出力/巧大トルク 

1584CC/的.3X111.11 
9.2:1 
—ps/—rpm/11.22kg-m/275郎 rm 
320kg _______ 
21.3km/e (高速巡行廠 

お义をま/蜂g をま 
タンク写！/オイ点容1 
ミッシヨン形ま 
サスペンション前/後 正立テレスコビック/スイングアーム 
ブレーキ前/後 シングルディスク/シングルデイスク 
タイャ前/後 90/90-19 /240/40-18 
フレーム巧さボ ー 

全精： 892mm 
シート离： 641mm (加重時） 
愚ほi也上富：130mm 
ホイールべース：1758mm 
巧小回お半径： 一m 

FXCW SOFTAIL ROCKER FLSTF FAT BOY 

Price 

237万8000円(モノトンカラ-) 

/ 239万9000円牌肺腑?リI 

Color Variation 

圓ブラックデ:i/i 
Hクリムソンレットタングロ 
Mビビツトフラックデラックス 

ロッカーCにみ寸してを部にサテンフィニッシ 

ュを施すことでシックなカスタムフオルムを 

提案。ま用のシングルシートや快適なポジ 

シヨンが得られる専用ハンドルライザーな 

ど、美しいスタイリングも特徴。 

Price 

四!四四227万1000円 

Color Variation 

Hピピットブラック 
ESビューターバール 
HフレイムブIレ-バール 

レジドホットヴンブa 
■■ブラックバール 
圓フラックたム 

リジット風のスタイリングを演出するため、 

リアサスペンションは車体下部に設置する 

など、伝統のフオルムを忠実に再現。重厚 

感溢れるフオルムには前後キャストホイー 

ルを採用。 

Specifications _ 
エンジン形ま 空冷4スト0HVV型231節ツインカム泌8^ 
排巧麗 !1584CC_ 
巧离化力 —ps/—rpm 
巧大トルク 11.22崎m/2750prm 
車両歪を ^ 3301^_ 
ミッションお琴目段^_ 



FXSTB NにHTTRAIN 
FXSTBナイトトレイン 

Color Variation 

mmビビッドブラック 

Price 

221万円 
巧乂シミュレーシヨン 

車南本が極巧 210巧4762円 
お董き載手巧き巧巧を巧お1万目000円 
巧を巧巧お 3巧6000円 
お込み巧％)合計を招 226方目700円 

ま量巧は年） 7500円 
自お黄巧除巧は7ヶ巧） 1巧7780円 

面!!nrn3229で1980円 

スポークXキャストの組み合わせと 
ブラックアウトパーツでカスタムをアピール 
エンジンをはじめ主要部品をブラックアウトした精悍なフォル 

ム。エンジンに合わせてブラックでペイントされたリアホイー 

ルには、 200mmのタイヤを装着することで迫力を産み出す。専 

用となるドラッグスタイルのハンドルバーやバットランダーシ 

—卜を装着することでカスタムフオルムを演出。 

Specifications 
エンジンお式 
巧気量/ボアXストローク 
圧巧幸 
»巧出力/巧大トルク 
車両重S 

空冷4ストV型2気衍ツインカム96B 
1584cc/95.3mmX 111.1mm 
9.2:1 

317 kg 
が資 21.3km/e (高弯學巧時） 
お义方ま/おが方式 
タンク容量/オイル容量 

—/セル 
18-9C/ —C 

ミッションお式 6段 
サスペンション前/巧 正立テレスコピック/スイングアーム 
ブレーキ前/巧 シングルディスク/シングルディスク 
タイヤ前/後 
フレーム形ま 

MH90-21 54H/200/55-17 

全悟： 7的mm 
シート岳： 640mm (加ま時： 
巧巧地上畜：130mm 
ホイールべース：1700mm 
11小回お半往：-m 

FXST SOFTAIL STANDARD 

シンブルなスタイリングの中に 
ソフテイルファSリーの魅力を凝縮 
リジット風のスタイリングを再現するため、車体下部にリアサ 

スペンションをレイアウトするほか、リアタイヤに200mmの幅 

を採用するキャストホイールを装着。スタイリッシュなイメー 

ジ を作り上げるボブテールフェンダーとの組み合わせで流麗な 

リアビューを実現している。フロントも従来モデルと比較し 

て、フロントフェンダーとタイヤとのクリアランスか’小さくな 

り、よりスタイリッシュに仕上げられている。 

Price 

™2223192巧1000円 

巧乂シミュレーション 

車両本化価格 182巧9524円 
巧查登録手巧き巧斤手をお1万8000円 
巧車整備お 3万6000円 
が込みほ％)さ針を巧 197万7700円 

至な(3年） 7500円 
自賠資巧除円(37ヶ巧） 1万7780円 

□EiEm3200万2980円 

Specifications 
エンジン形式 空冷4ストV型2巧巧ツインカム96目 
巧员»/ポアXストローク 1584cc/95.3mmXl11.1mm 
圧巧李 
巧を出力/巧大トルク 
車両重量 

9.2:1 
—ps/—rpm/11.22kg-nV2750prm 
317kg 

が資 21.3km/e {岳巧巡巧時） 
点义方ま/始動でま —/七ル 
タンク容量/オイルを量 18.96/—8 
ミッションお式 
サスペンション前/後 

61琴 
正ぶテレスコピック/スイングアーム 

ブレーキ前/巧 シングルデイスク/シンブルデイスク 
タイヤ前/後 
フレームおま 

MH90-21 54H/200/55-17 

全お： 950mm 
シート岳： 663mm (加至時） 
巧あ地上高：130mm 
ホイールべース：1700mm 
巧小回お半径：—m 

FXSTC SOFTAIL CUSTOM FLSTN SOFTAIL DELUXE 
FLSTNソフテイルデラックス 

Price 

227万1000円(モノトンカト; 

_/ 230万2000円け-トンカラ-) 

Color Variation 

■どビッドブラック 
麵レジドホジトヴング〇 
■ダづスレ-バール 
3フレイムフJレーノト-ルXピューターパー-ル 
コディーフターコイズXアンティークホワイト 

エイプハンガーハンドルバーとフォワードコ 

ントロールによるゆとりのポジションは、口 

ングツーリングに威力を発揮。シーシーバ 

—&バックレストー体型リアシートはタン 

デムライドにもってこい。 

Specifications 
エンジンおま1 
搏巧量 1 

'を冷4ストV型2気巧ツインカム96B 
1584CC 

ち恵出力 1 —ps/—rpm 
巧大トルク1 
車両fill 1 

11-22kg-m/2750prm 
317kg 

ミッションお式1 6段 

Price 

233万8000円;モノトンカラ-) 

/ 236万9000円け-トンカラ-) 

Color Variation 

丈:ットフラッご 
，レイム巧レイ スレ-バール 

■■■レツドホジh•ヴンブ〇 
mホつイトゴールドバールxビュづ一A’ール 
■□レツドホツトヴンブ□xスモー：^~;^■ルド 
■Z1ディープターコイプXアンティークホヴイト 
(=■ホウイトゴール阿トルXブラックバール 

ホワイトウオールタイヤなどクラシカルなス 

タイルを表現する表華な装備を採用。トゥ 

-ムストーンテールライトや、グラブバーと 

ラゲッジラックなど、カスタムフオルムを演 
出するき用アイテムも豊富。 

Specifications 
エンジンお式 
排沉1 

冷4ストV型2を-巧ツインカム96B 
1584CC 

巧离出力 —ps/—rpm 
巧大トルク 11.22kg-m/2750prm 
車两產S 330kg 
ミッションお式 6段 



FLSTC HERITAGE SOFTAIL CLASSIC 
FLSTCへUテイジソフテイルクラシック 

FXDB DYNA STREET BOB 
FXDBタイナストU-トボフ 

I細LEY-DAVID抑Nか-レ-而如 

Price 

243万4000円(モノトンカラ-) 

246万5000円り-トンカラ- 

Color Variation 

Hi L -ドホットヴンブロ 
Hダークスト/卜•ル 
m市ワイトニHレ巧トルXビユづーパール 

フレイム乃レーパールXビユづーバール 
■□一-'ドぁットヴンブロXスモコールド 
■=)ティーブターIKスXアンティーク巧ワイト 

フロントフエンダーやタンクグラフィック、 

コンチヨがあしらわれたシートなど、リニュ 

—アルした専用装備が満載。ウィンドシー 

ルドやハーフムーンフットボードなどもクラ 

シックテイスト溢れるアイテム。 

Specifications 
エンジンお巧 空冷4ストV型2ち巧ツインカム96B 
拼気 M 1584CC 
巧寓出力 一Pが一rpm 
巧大トルク 11.22kg-m/2750prm 
車両重;at 341kg 
ミッションffさが6投 

Price 

ニューデザインのチョップドリアフェンダー 

やソロシート、マフラーといったアイテムが 

カスタムをアピール。テールランプにはLED 

を採用することで、クラシカルなカスタムフ 

オルムに、現代の技術を盛り这んでいる。 

Specifications 
エンジンおホ をを4スト0HVV型2ち巧ツインカム能 
が気, 1584CC 
巧宮出力 —ps/—rpm 
iS大トルク 11.4kg-m/3000prm 
車両重* 310kg 
ミッションお式f 6段 
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FXDF DYNA FAT BOB 
FXDFタイナフアットポプ 

HARしEY.DAVI的ON/"-レ.化けリン 
FXD DYNA SUPER GLIDE 

Price Price 

ダイナシリーズらしいスタンダードフオルム 

をべースじ、デュアルへ.ソドライトやファッ 

トバーハンドルを採用。フロントフてンダー 

とタイヤのクリアランスを縮めることで、よ 

りスタイリッシュに仕上げられている。 

Specifications _ 
エンジンおま 空を4スト0HVV型2気巧ツインカム96 
排気* '1584CC 
巧高出力 —ps/—rpm 
巧大トルク 11.4kg-m/3000prm 
車両重» ' 320kg 
ミッション形ホ6段 _ 

169万円 

10スポークキャストホイールなどを装備すSpecifications 

る、ダイナファミリーのべーシックモデル< 

標準ではシングルシートの設をではあるもS舌出力 

のの、別途裝倫を加えることでタンデムラ置*主こク 

イドも可旨目となる。 

Specifications 
エンジン巧さま 
が気* 

まぶ4スト0HVV型2ち巧ツインカム96 
巧84CC 

巧ち出力 —口が一rpm 
巧大トルク 11.4kg-m/3000prm 
車両重量— 310kg 
ミッションおま 6段 

FXDC DYNA SUPER GLIDE CUSTOM 
FXDCダイナスーパーグライドカスタム 

FXDL DYNA LOW RIDER 
FXDLタイナ□—ライター 

Price 

192方9000円(モノトンカラ-) 

/196万円：ツ-トンカラ-; 

Color Variation 

Mレッドホジトヴングロ 
■nブ—クフJ卜"ール 
m=3ピビッドフラックXピューターバール 
■=3つレイムスレー/トルXピューターK—ル 

ダイナファミリーのカスタムモデルとして専 

用シートとスポークホイールという伝統的な 

フオルムを採用。フユーエルタンクやバッテ 

リーカバーにメタルエンブレムを裝着するほ 

か、タンクコンソールにN0.1のロゴを配す。 

Specifications 
エンジン形式 を冷4スト0HVVお2気巧ツインカム9目 
排気量 ..1584CC 
巧离出力 —ps/—rpm 
去大トルク 11.4kg-m/3000prm 
車両至量 310kg 
ミツシヨン巧きま 目段 

Price 
■む 

207万1000円(モノトンカラ-) 

/ 210万2000円（ッ-トンカラ-) 

Color Variation 

Mビビニ‘ドブラック 
^レッド巧ットヴング〇 
I*ブラックバール 
Hどビット■フラックラージュオレンジい.一. 

口ーシートや口ーダウンサスペンションで、 

スタイリッシユなローフオルムを実現ずると 

ともに足着き性も高められている。クローム 

仕上げのタコンソールじはスピード/タコメ 

-ターをビルトイン。 

Specifications 
エンジンおま 空冷4スト0HV V型2ミ巧ツインカム泌 
排気量 1584CC 
巧寓岀力 一ps/—rpm 
巧大トルク 11.4kg-m/3000prm 
車両重* 310kg 
ミッションおま6段 

FLTR3-CV0 FACTORY CUSTOM ROAD CLIDE 
aHR3- CVOフアクトリーカスタム□ー ドクライド 

画匹立123369万5000円 

Color Variation 

cjmイエローパールXチでコールストレート 
cmスタータストシルバーXチタニウムダス^ 
■■1エレクトUツクすレンジXピピツトづラック 

エレクトラグライドをベースに50を超える力 

スタムアイテムによって、個性豊かなフオル 

ムを実現。9スポークホイールをはじめ、各 
部にクロームパーツを組み合わせることで、 

カスタムテイストをアピール。 

Specifications 
エンジン巧さま 空冷4ストV塑2気巧ツインカム目日 
排気量 1584cc 
摄离出力 一ps/一rpm 
巧大トルク 12kg-m/2500prm 
車両重ft 385kg 
ミッシヨンおボ ’ 6段 

FLHTCU4-CV0 FACTORY CUSTOM ULTRA CLASSIC E肪RA GLIDE 

口ードキングをベースとしながらも、口ード 

ワインダー.カスタムホイールで足元を飾り 

つつ、収納力の高さとクロームのアクセント 

で彩るサドルバッグなど、個せ的な装いを 

実現している。 

Specifications 
エンジンおま 空を4ストV型2気巧ツインカム96 
排気量 .巧84CC 
巧寓出力 一ps/—rpm 
巧大トルク 12崎-加2沉Oprm 
車両重量 413kg 
ミッションおが目段 



1190RC8R 

さらに進化を遂げるKTMスーパーバイクは 
レーシングディテールを链う究極のモデル 
LC8ツインはボアを2mm拡大し、排気量を1194ccへとアップさ 

せたま巧エンジンは、101psの出力を確な。さらに大型オイル 

クーラーやトランスミッションの最適化によってファインチュ 

-ンが施される。足下にはマルケジーニ製鍛造ホイールを採用 

し軽量化が図られる。シャシージオメトリーもトレールを6mm 

プラスし、ホイールべースを短縮するなど、あらゆる面で円と 

しての進化を遂け‘ている。 

Price 

m2223235万2000円 
骑乂シミュレーシヨン 

車両本が価巧 224方円 
おを登沒手巧き巧巧手なお1方8000円 
化まを巧料 3万6000円 
税込み巧％)さ計を巧 240万8700円 

巧量が(3年） 7500円 
き赔資巧お巧(37ヶ巧） 1巧7780円 

immuM 243万3980円 

SpeciTications 
エンジンおま 
揉気量/ボアXストローク 
圧巧ま 
巧高出力/&大トルク 
車両重量 
が費 
点义方ま/お巧方式 

,水冷4ストDOHC4バルブV型2気な 
I 1194cc/105X69mm 
口.苗 1 
101 ps/6500rpm/11.22kg-m/6000rpm 
182kg {半乾巧重曼） 

サスペンションお/後 
ブレーキ前パを 
タイャ前/巧 
フレームおま 

16.56/—e 
臘 — 
倒立テレスコビック/スイングアーム 
ダブルディスク/シングルディスク 
120/70.17/190巧5-17 一 
クロモリ巧バワーコート 

Size 

全房：一mm 

を招：一mm 
シートを： 805/‘825mm (が重時； 
ホな地上岳：110mm 
ホイールべース：1425mm 
お小回お半淫：—m 

1190RC8 
新たにブラックのカラーリングも追加 
KTMが誇るスーノト-スポーツの旗艦 

MすレンV 
こコ巧ワイト 
画フラック 

Price 

1:;側ムな!iVil203万7000円 

巧乂シミュレーシヨン 

ま両本が価格 194方円 
玲查登録手巧き巧巧手数お1乃8000円 
巧をお傷お 3万6000円 
税込み(5%)さ計を巧 209万3700円 

*量税は年） 7500円 
自賠黄なおおは7ヶ月） 1巧7780円 

回回5223211万8980円 

1194CCの排気量を誇るLC8ツインは最高出力を98psに設定。 

ホワイトパワー製サスペンションやプレンボ製キヤリバーとい 

った高性能パーツを装備することで、そのせ能を十々に発揮。 

超軽里なスチールチューブラーフレームとエンジンポジション 

による思い通りの旋回性能もRC8の魅力を引き出している。 

Specifications 
エンジンお式 
ホち量/ボアXストローク 

水冷斗ストD0HC4バルブV型2気巧 
1149cc/103X69mm 

圧巧率 12.5:1 
なま出力/巧大トルク 98ps/6500rpm/l 0.8kg-m/6000rpm 
車両重* 184kg (半お巧き*) 
がa -—km/fi 
点义方ま/始&方ま i 一/セル 
タンク容量/オイル容量 16.52 / —2 
ミッションおま 6段 
サスペンション前/後 おなテレスコビック/スイングアーム 
ブレーキ前/後 ダブルディスク/シンブルディスク 
タイヤおバを 120/70-17/190/55-17 — 
フレーム形ま クロモリ其!パワーコート 

Size 

全枯：一mm 
シート宮：奶5巧25mm;加里巧） 
巧化地上窝：110mm 
ホイールべース：1425mm 
巧小回転半を：-m 

990SUPER DUKE R 
990スーバーデュークR ストij—トファイターの頂点を極める 

最強のユニットを搭載する‘巧"の実力 
口破 

Price 

imm!!1182万7000円 
巧乂シミュレーシヨン 

車両本巧価格 174万円 
沒查登な手抚き巧巧手をお1万8000巧 
巧ま疫巧巧 3万6000円 
税込みほ％)さおを巧 1拥巧3700円 

重量巧‘:3年） 7500円 
自賠黃なお料は7ヶ月） 1方77邮円 

■の阻りL1190万8980円 

999CCLC8ツインエンジンは132psの高出力を発揮。改良型ク 

ランクシャフトや大型のチタンインテークバルブ、冷却系の最 

適化を愛けながら、RC8から流用される新型のスロットルボ 

ディによって高回転化を実現。過酷なレース環境にもが応す 

るシャシーコンポーネントは、ハードコアライダーにもが応。 

Specifications 
エンジンお式 
お気量/ボアXストローク 

；水冷4ストD0HC4バルブV型2ち街 
999cc/101X62.4mm 

往おを 
«を出力/巧大トルク 
巧巧重量 

11.5:1 
132p が0000rpnfi/10.4咕 m/BOOOrpm 
isekg J：半華な巧み 

燃貧 —km/e 
お义方ま/おお方ま 
タンク容量/オイル容« 
ミッション形ま 
サスペンションお/巧 
ブレーキ前/巧 

—/セル 
i8.5e/-e 
6段 
倒立テレスコビブク/スイングアーム 
ダブルディスつ/シングルディスク 

タイヤおけを 120/70-17 /180/55-17 
クロモリ巧バワーコート フレームおま 

Size 

全お：一mm 
シートな： 865mm (加巧時） 
巧低i也上忌：150mm 
ホイールべース：U50mm(±10«a) 
巧小国お半径：一m 
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990SUPER DUKE 690 DUKE 
990スーパーデューク 

‘07年に第2世代へと進化したストリートフ 

ァイターは、’ 09年モデルとしてエンジンや 

シャシーは改良が力日えられ、シャープなスポ 

-ッ性能に磨きがかけられている。を両重 

量は最小限の186Kgに設をされる。 

Specifications 
エンジンお式 水冷4ストDOHC4バルブV型2ち巧 
排気量 999CC 
巧奋也力 120pか如日Orpm 
巧大トルク 10.2kg-m/7000中 m 
車両重量 186kg (半を燥蛋《) 
ミッション形式 . 6段 

III弧ム巧!'川115万5000円 
Color Variation 

インジェクションやバランサーシャフト— 

段ミッションなどにより完全武装。最高出面富由力 

力を66psに設ますることで、シティユース 

からワインディングまで幅広く楽しめる。 

Specifications 
エンジン形ま 

写巧度EU付:横 

水冷4ストOHC4バルブ単気巧 
ぉ愤ft 654CC 
巧富由力 132ps/10000rpm 
巧大トルク 6.83kg-m/8000rpm 
車巧重量~ t 148.5kg (半を巧重■) 
ミッション形ま 6段 

990SUPERMOTOR 
990スバーモトR 

990 SUPERMOTOT 
990スバーモトT 

Price 

スーパーモトクラス最速を目指すシリーズ 

最強のスポーティモデル。バネ下重量の輕 

減を目的に、マルケジーニ製軽量鍛造ホイ 

ールを装着するなど、随所に最先端のテク 

ノロジーを投入している。 

Specifications 
エンジンお式 ホ冷每とD0HC4バルブV型2ち銜 
排気量 ' 999CC 
巧な出力 116ps/如00rpm 
巧大トルク 9.89kg-m/7000rpm 
車両重* 1的kg (キお巧重量） 
ミッションおまe段 

Price 

四四皿33170万1000円 
Color Variation 

990SMをべースに、ロングツアラー . 

誕生したニユーモデル。116psを誇るLC8ツ 

インは116psを発揮し、タンデムライドにも《宮出力 

威力を発揮。サスペンションも□ングツアラう^^;ク 

-として最適化が図られている。 - 

水を4ストDOHC4バルブV型2巧巧 
999CC 
116ps/9000rpm 
9.89kg-m/7000rpm 
196kg巧i琴琴塞量） 

ッと耳ンおま；目搜 _ 

990 SUPERMOTO 690SUPERMOTOC 
990スバーモト 90スバー^卜C 

量化を実現。116psを発揮するLC8ツインユ 

ニットなども見所のひとつ。 

活大トルク 9.89kg-m/7000rpm 
ま巧を》 191kg (半を巧重量）' 
ミ_ッ_.シヨンおホ6段 

コントローラプルな63psのバワーと軽量139.5 Specifications 

kgの車体はスーパーモトシーンで確実な成^;5ンぉま 
未法4文な0h64/打rフ-Vお2巧巧 
654CC 

績を残す組みさわせ。チューブラースぺースタ畜出力__ 的 ps/7500rpm 

フレームやサスペンションはドリフトを前提1差^;ク 

に開発された本格化様。 ミグン3ンぉホ 

6.53kg-m/6000rpm 
139.5kg (半を巧を置） 
6段 

これまでのァドベンチヤーSから進化したユ 

ニットを与えられるR。外観的にも大きくを 

更されるうえ、LC8ツインは17psのパワーア 

ップを実現。さらにサスペンションストロー 

クは55隱延長される。 

Specifications 
エンジンおが 水冷4ストDOHC4バルブV型2気巧 
排気量 999CC 
巧萬出力 115ps/8750rpm 
巧大トルク 10.2お-の巧750中の 
車両歪207kg (半お巧里量） 
ミッション巧さ式6段 

搭載するLC8ツインは新型クランクシャフトSpecifications 

プ。実用面でも収納コンパートメントやイ由ち-由* 

モビライザー、ハザードランプなどの装備を置查主;;;ク 

補強し、一層の進化を遂げている。 

k Tみ巧う子 
I 999CC_ 

106ps/8250rpm 
ルク 10.2kg-m/6750r[ 
量 _ 209kg (半を巧I 
耳ンをボ6段_ 

卜DOHC4バルブV型2ち巧 



690ENDURO R 
IL♦化 BMJ 

スタンダードモデルとの相違点は 
専用のか装とサスペンションストローク 
搭載するのは電子制御フユーエルインジェクションやバランサ 

-シャフト、スリーパークラッチなどを組み合わせる最高出力 

的psを発揮するLC4単気筒ユニット。スタンダードモデルとの 

違いは25mm抵張されたサスペンションストロークと新型のフ 
ロントフェンダー、フロントマスク、さらに超軽量型のコクピ 

ットなど随所に与えられている。チユーブラーベースフレーム 

もオレンジにペイントされ、KTMのアイデンティティを強調。 

Price 

™2223111方3000円 

が乂シミュレーシヨン 

を巧本が衙巧 106万円 
榜を登おキなき巧巧手巧料1巧8000円 
おまをなお 3方6000円 
税込み【5%)を封■を巧 116万9700円 

ま量悦は巧） 7500円 
自賠資保按お(37ケ巧）1巧7780円 

囚回5E33119万4980円 

Specifications 
エンジンおホ I水冷4スト0HC4バルブ単気巧 
おち■/ボアXストロークi 654cc/102X80mm 

»舌出力く:Jft大トルク 
車両ま量 

お义方ま/お巧方式 

ips/7500rpm/6.53kg-myi 
18.5kg (半を巧重*) 

タンク容量/オィル容） 
ミッション形ま 
寺スペンション前/後 

容量 12 6/- 
6接-— 

:e /-G 

巧立テレスコピック/スイングアーム 
ブレーキ前/巧 
タイヤ前/後 
フレーム形ま 

90/90-21 /140/80-18 

—?巧I曲で:-? 

Size 

全長： 2283mm 

全傷： 830mm 
シート窩： 930mm (加fi時； 
ああ地上高： 320mm 
ホイールべース：1498mmけ巧耐 
最小回お半径：—m 

690ENDURO 
690エンテューロ 

Color Variation 

■■■オレンジ 

Price 

imム削山1107万1000円 
巧乂シミュレーシヨン 

ま雨本が価お 102巧円 
榜をきお手待き巧行手致巧1方8000円 
巧まちがお 3巧6000円 
巧这み(5%)さ計を巧 112方7700円 

**巧(3年） 7500円 
きお資保検料は7ヶ月）1万7780円 

amim3l15万2980円 

530EXC 
530EXC  

Color Variation 

Mオレンシ 

Price 

四巧泣13120万7500円 
田! 乂シミュレーション 

ま兩本ホ価お 115万円 
持査登结手抚き巧巧手なお1方8000円 
拍巧おな巧 3方6000円 
巧込みほ％)を計を》 126で4200円 

重量巧(3年） 7500円 
自提貴巧除科は7ヶ月） 1万7780円 

nEEcmal28万9480円 

ス—八‘—モダンハ—ドエンデュー□のコンセプトは 
デイリーユースにも十分に応える性能を実現ずる 
■08年のブランニューモデルとしてKTMハードエンデューロを 
コンセプトに開発された690エンデューロ。絶え間なく進化し 

続けるLC4エンジンは、新しい世代と呼ぶに相応しい63psを 
発揮。138.5Kgという軽量化と合わせてオンロードの長距離ツ 
-リングまで完璧な化上がりをみせている。 

Specifications 
エンジン形ま ！水冷4ストOHC4バルブ単気衍 
お気量/ボアXストローク 654cc/102X80mm 
拓綻宰 11.8:1 
巧ま出力/巧大トルク 
車両重里 

63ps/7500rpm/6.53咕 m/6000rpm 
138.5kg (半を燥まか 

ぉ*…- 一 —km/e 
お义方ま/始動方式 
タンク容量/オイルを量 

—/セル 
lie/与 

ミッション巧さま 
寺スペンション前/後 

6段 
巧ぶテレスコビック/スイングアーム 

ブレーキ前/後 ダブルディスク/シンブルディスク 
タイヤ前/後 [ 90/90-21/140/80-18 
フレームがま Iクロモリ巧バワーコート 

Size 

全長： 2283mm 

全语： 830mm 
シート裔： 910mm (加巧時） 
巧な地上富： 300mm 
ホイールべース：14如mm片1氏坤 
巧小国お半径： 一m 

ビッグパワーをスムースこ引き出ず 
エンデュー□スペシャルモデル 
エンデューロに特化してデザインされた510.4CCエンジンは高 

出力と4ストモデルならではのスムーズなパワーを実現。フレ 

-ムやエンジンなど、あらゆる部分に軽畳素材を採用すること 

によって、可能な限りコンパクトかつ軽量設計となったエンデ 

ューロのためのスペシャルモデル。 

Specifications 

择SJl/ボアXストローク 
圧括ま 
a离出力/おeトル夫 
巧巧巧量 
が資 
あ'火ち武/始なちホ 
タンク容量/オイル容量 
ミッションおま 

—km/6 
一/セル 
目 e/-e 

117 
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450EXC 
450EXC E2クラスチャンピオンマシンの誇りをかけ 

さ5に最先端のテクノロジーを投入ずる 
^オレンジ 

Price 

M22333115万5000円 

巧! 乂シミュレーション 

ま巧本げ価格 110万円 
格を登鞍手統き巧巧手な巧1巧8000巧 
巧まを巧料 3巧如00円 
巧込み巧％)合計を額 121万1700円 

重量巧は年） 7500円 
自賠資イ呆険料(37ヶ巧） 1巧7780円 

I—WL阻!"パ23万6980円 

パワーユニットはエンデューロじ焦点を絞り、優れた耐义せと 

リニアを出力特性を確保。エンジン本体の軽量化はもちろん、 

側面を情円断面形がとした高剛性のクロモリフレームを採用。 

チャンピオンマシンとしての誇りをかけたハイテクレーシング 

バイクとしてれ上げられている。 

Specifications 
エンジン形ま 
巧ち#/ボアXストローク 

水冷4ストOHC4バルブ単ち巧 
449.3cc/95X63.4mm 

圧滿率 11.9:1 
巧离出力/巧大トルク 
車両產S' 

—ps/—rpm/ — kg-m/—tpm 
113.9kg (半を巧重量） 

燃巧 ■ —km/fi 
—/セ;レ/キック 

' 92x-e 
点义方が/始巧方ま 
タンクを優/オイル容量 
ミッションおま 
サスペンション前/巧 
ブレーキ前巧を 
タイヤ前/後 
フレームおぶ 

6段 
巧なテレスコピック/スイングアーム 
シングルディスク/シンブルディスク 
90/90-21 /140/80-18 
クロモリ巧セントラルダブルクレードル 

Size 

全長： 2236mm 

全巧： 786mm 
シート窩：985mm (が]巧時： 
巧な巧上吾： 380mm 
ホイールべース：147加mは 
お小回お半径；—m 

400EXC 
400EXC 

Color Variation 

オフ□—ドシーンの頂点を目指した 
新開発の才ールマイティマシン 

Price 

1110万2500円 

麻乂シミュレーション 

ま両本ホ価を 105万円 
玲査を沒手沒き巧行手な巧1万8000円 
巧を整«巧 3巧邮00円 
巧込み巧％)さ計を巧 115万92加円 

里■巧(3年） 7500円 
自お黄巧おお巧7ヶ月） 1万7780円 

□EHiEal18万4480円 

新型エンジンを搭載するエンデューロシリーズのブランニュー 

モデル。富効率な特性と軽量シャシーによるハンドリングは、 

トップクラスのせ上がり。4段階に調整可能なテーパーハンド 

ルやLEDリアライトを組み込むワンピース構造のリアエンドな 

ど、エンデューロ特有のハードユースにも巧応できる。 

Specifications 
エンジン巧さま 
がち置/ボアXストローク 

水冷4ストOHC4バルブ単気巧 
393.4cc/95X55.5mm 

圧縮率 
巧高出力/*大トルク 

11.1:1 
—ps/—rpm/ —ka-m/—rpm 

車両重ち 113.9kg (半を烤重量） 
が巧 —kmfi 
お义ホが/おお)方式 一/セル/キック 
タンク容曼/オイル容量 . 9 6/-6 
ミッションお巧 6段 
サスペンション前け美 巧立テレスコピック/スイングアーム 
ブレーキ前/巧 シンブルディスク/シングルディスク 
タイヤ前/巧 90/90-21/140/80-18 
フレーム巧多ま クロモリなセントラルダブルクレードル 

Size 

全長： 2236mm 

全お： 786mm 
シート富： 985mm (が!重時） 
巧あiも上を： 380mm 
ホイールべース：14巧mmけlOw) 
巧ル回お半径： 一m 

250EXC-F SIX DAYS 
250EXOFシックスデイズ 09年モデルの限定車としてラインアップされる 

世界最古のオフロー ドイベントへのオマージュ 

Price 

Liaii.i3ii.iij 105万円 

財乂シミュレーション 

車巧本か価格 100万円 
お査登妓手規き代行手巧お1方8000円 
お車接巧料 3万6000円 
視込みほ％)含計を巧 110巧6700円 

重*巧(3年） 6300円 
自賠資保おお(24ヶ月） 1巧4460円 

oiEHxn3112万7460円 

250EXC-Fに、世巧最古のオフロードイベント"SIX DAYS" 

のか装色を採用したスペシャルモデル。削り出しトリプルクラ 

ンプ、WP製9^48フルアジャスタブル倒立フォーク、新世代ブ 

レンボブレーキシステムなど多彩な装備が与えられ、堅牢性と 

耐义性がいっそう強化されている。 

Specifications 
エンジンおま 
が気*/ボアXストローク 
圧無率 
巧萬出力/巧大トルク 
車両重* 
が货 
点义方式/始ぉ方式 
タンクを*/オイル容量 
ミッション形ま 
サスペンション前/後 
ブレーキ巧/を 
タイヤ前/巧 — 
フレームおま 

水冷4ストDOHC4バルブ単気巧 
248.6cc/76X54.8mm 

—ps/—rpm/ —kg-m/—rpm 
105.7kg (半あお重量） 

一/セル/キック 
9.2G/-e 
6段 
讶なテ心スコビック/スイングアーム 
シングルデイスク/シングルデイスク 
90/90-21/1如/90-18 
クロモリ巧セントラルダブルクレードル 

Size 

全長： 2236mm 

をお： 786mm 
シート忌：目妨mm :‘加ち時） 
最低地上奋： 380mm 
ホイールべース：1475mm(±10ra) 
お小回お半径：~m 

250EXC-F 
250EXC-F 

パフオーマンスの向上とともにちえ5れる 
/V-ドユースにも巧応ずる絶対的な耐义性 

Price 

hmム刷.た199万9600円 

议乂シミュレーシヨン 

ま巧本巧価格 95乃20如円 
お査登な手統き代巧手をお1万8000円 
巧車を備巧 3方6000円 
税込み（5%)合許を巧 105方6300円 

を量巧(3年） 的00円 
自賭*なお巧(24ヶ巧） 1万44即円 

001233107万7060円 

‘09年モデルは超軽量チタンバルブや新型スプリングの採用か 

らを重量バランスの最適化、トランスミッション強イヒおよび最 

適化が図られる。また、人間工学に基づいたデザインを採用 

するフューエルタンクは、最良の二ーグリップを提供するとと 

もに、エアフローシステムもリニューアルされる。 

Specifications 
エンジン形式 水冷4ストDOHC4バルブ単每巧 
巧気量/ボアXスト□—ク 248.6cc/76X54.8mm 
圧縮率 
巧ち出力/«大トルク —ps/—rpm/ —kg-nV—rpm 
东両重-i ■ 1057kg Jザを巧ま量） 
燃巧 —km/e 
点'乂方ホ/睹おちを —/セル/キック 
タンク容量/オイル容量 9.2 e/—e 
ミッション形式 6段 
サスペンション前パを 倒立テレスコビック/スイングアーム 
ブレーキ前パを シングル去■‘ィスク/シングルディスク 
タイヤ前/を 90/90-21/120/90-18 
フレーム巧き式 クロモリ9セントラルダブルクレードル 

窃ze 

全長： 2236mm 

全傷： 786mm 
シートを： 985mm (が]巧時: 
巧低:地上奋： 380mm 
ホイールべース：1475mmけ10加） 
巧小回お半径： 一m 



450SMR 
450SMR 

125EXC 
125EXC 

Price 

Esiisina119万7000円 

Color Variation 

Price 

I祖M画79万8000円 

Color Variation 

圓オレンジ 

モトクロスのフラッグシップ、450 SX-Fと 

同一のツインカムエンジン。オンロードの利 

便性を考えて専用レシオの5まトランスミッ 

シヨンとセルフスターターモーターが与えら 

れている。（公道走行不可） 

Specifications 
エンジン形ま 水冷4ストDOHC4バルブ単気巧 
排気量 449.3CC 
巧富出力 —ps/—rpm 
巧大トルク 
車両重ft 

—kg-m/—rom 
111.5kg (半を巧ま■) 

ミッションおま ’ 5段 

熱力学の最適化が図られた新型シリンダー 

はエグゾース トバルブの開口部がワイド化さ 

れ、ボトムエンドパワーが強化。超軽量、超 

俊敏のマシンキャラクターはそのままに、ハ’ 

ワーアップが図られている。 

Specifications 
エンジンおま 水冷2スト単気巧 
排気量 124.8CC 
巧葺出力一 —ps/—rpm 
巧大トルク ーkg-m/—rpm 
ま両を量 97咕t半を巧ま量） 
ミッションおま目段 

450SX-F 250SX-F 
250SX-F 

Price 

先進のテクノロジーを盛り込んだクロモリ 

フレームには、革新的なテクノロジーが多数 

採用されるRF4ユニットを搭載。超軽量ス 

ターターモーターを採用し、レースシーンで 

の不意のストールもサポート。 

Spec け ications 
エンジンお式 水冷4ストD0HC4バルブが気が 
排気量 449.3CC 
巧离出力 —ps/—rpm 
巧大トルク 一kg-m/— rpm 
を両重量 104.6kg (半を巧重量） 
ミッションお式 >段 

Price 

搭載するパワーュニットはさらにバージョン 

アップ。新型カムシャフトはタイミングを最 

適化することで、レスポンスとパワーバンド 

を改良。チタソ《ルブと新型スプリングの組 

みさわせは耐义せを確保。 

Specifications 
エンジンお式 水冷4ストDOHC4バルブ単気巧 
お気量 248.6CC 一 
巧寓出力 —ps/—rpm 
巧大トルク —kg-m/—rpm 
ま兩ま2 98kg (半を巧を量} 
ミッション巧さま ;6设 

125SX 85SX 
扫5SX 

超軽量、超俊敏、そして4ストロークエンジ 

ンに匹敵するエンジンパフォーマンス。最適 

化されたサスペンションと小排気量2ストロ 

—クユニットの組み合わせによって、究極の 

MX2モデルへと化上げられている。 

Specifications 
エンジンお式 水冷2ストお気巧 
排気量 124.8CC 
巧离お力_ —DS/—rpm 
巧大トルク —kg-m/—rpm 
車両ま《 90.8kg (キ巧巧重■) 
ミッションおま6段 

最新世代に進化したV-Forceインテークリー 
ドバルブと新型インテークフランジが相まつ 

て、混合気フローを向上。未来のプロフエ 

ッシヨナルのために、KTMのプロフエッシヨ 

ナルが開発したマシンだ。 

Specifications 
エンジンおま 水冷2スト単気巧 
排気量 84.9CC 
巧离お力 —ps/—rpm 
巧大トルク ーkg-nV—rpm 
車両重* 68kg (半を巧重量} 
ミッション形式6段 

65SX 50SX 

Price 

I:糧厕'I!', 37方8000円 

Color Variation 

^すレンジ 

キッズマシンながらも最先端のデザインと 

KTMパワーバルブシステムに代表されるハ 
イエンドコンポーネントを融合させ、高価な 

チューニングメニューを惜しみなく投入。本 

格的なスペックを実現している。 

Specifications 
エンジン形ま 
拼ma 
お®出方 
最大トルク 

水:f2ストをち宿 
64.9CC 
—〇が一rpm 
—kg-m/—rpm 

車両を量 55.4kg (半を巧fi量） 
ミッションおま^6段 

"メイド•イン-オーストリー"のスローガ 

ンの下、3本のシャフトを採用する新コンセ 
プトを採用した結果、革命的なパワーュニ 

ットを完成。KTM研究開発部門のノウハウ 
が惜しみなくミまぎ込まれている。 

Specifications 
エンジンおま 水冷2スト単を巧 
拼巧量 
巧寓出力 

49CC 
—ps/—rpm 
—kg-nV—rpm 巧大トルク 

ま両重量 39.8l<g (半を巧重量） 
ミッシヨンおが 無段 119 



スタイリッシュなイタリアンデザインを組う 
本裕スポー•ツモーターサイクルの誕生 
エクストリームから名をとった本格派モタードモデルとして誕 

生したX3M125モタード。モタードモデルらしく足下は17イン 

チ3本スポークのキャストホイールを採用。マラグーティらし 

いモダンなカラーリングとともに、ディテールまでこだわりを 

巧乂したスタイリングが与えられている。パワーュニットは最 

大出力7.5 P Sを発揮するヤマハ製エンジンを搭載し、優れた 

ライディング性能を発揮。 

Price 

。歴:i。巧巧•別48万3000円 

巧乂シミュレーシヨン 

車両ホが価樓 46万円 
樓查置!お手統きげ巧手な巧1万7000円 
巧車お備お 3万4000円 
巧込み巧％)合計を巧 53巧6550円 

54万8630円 

X3M125ENDURO 
X3M125エンデューロ 

Color Variation 

46万2000円 

玲を登沒を巧き巧行を巧巧1万7000円 
納まをぶ料 3万4000円 
税込み巧％)合計を巧 51万55加巧 

自赔責保除料(24ヶ月） 1巧2080円 

52方7630円 

Specifications 
エンジン形ま 
ホ気量/ボアXストローク 
圧縮車 
巧畜出力/巧大トルク 
車両ま量 
が贸 
点火方ま/おお方式 
タンク容«/オイル容量 
ミッションおが 
サスペンション前けを 
ブレーキ前/巧 
タイヤ前/巧 
フレーム巧さま 

を冷4スト単ち巧 
:124cc/54X54mm 

10:1 
’ 7-5ps/8250のm/1.03kg-m/5500rpm 

113kg 
—km/fi 
/セル/キック 

9£/—S 
• 5段-— _ 
正立テレスコピック/スイングアーム 
シンブルディスク/シン？ Jレデ:<_スク 
10〇/如3ン。〇ヴ〇17 
ダブルクレードル  

全長： 2050mm 

全お： 800mm 
シート高： 8如mm 
巧なi拒上音： 一mm 
ホイールべース：1335mm 
巧小回お半径： 一m 

オフ□—ドシーンを満換ずることびでさる 
本格エンデュー□モデルのバリエーシヨン 
モタードモデル同様に7.5psを発揮するヤマハ製パワーュニッ 

卜を搭載する本格エンデューロモデル。フロントじは軽まスポ 

-クの21インチホイールを採用し、ダートシーンでの走破せを 

高めているのも特徴のひとつ。ェクストリームなパフオーマン 

スを体感できる化様となっている。 

エンジンおま を冷4スト単気巧 
が気量/ボアXストローク 124cc/54X54mm 
圧游を 
巧寓出力/巧大トルク 
車両垂2 

10:1 
7.5ps/8250rpm/1.03咕 m/5500rpm 
113kg 

お巧 --km/e 
お义方ま/始動方が 一/セル/キック 
タンク容量/オイル容量 92ンーe — 
ミッション形ま 
サスベンシヨン前パ爹 
プレーキ前/巧 

诚 
正なテレスコピック/スイング 
シングルディスク/シングルデ 

争--ム 
ィスク- 

タイヤ前/巧 100/80 17/130/70 17 
フレーム巧さま ダブルクレードル 

蒸 
全盾： 800mm 
シート奋： 860mm 
远低巧上富： 一mm 
ホイールべース：1335mm 
巧小回お半凌：一m 

BLOG160ie 

Color Variation 

拍乂シミュレーション 

を両本体価お 未を 
巧ま登録手統を巧巧手な巧1巧7000円 
巧巧を備お 3万4000円 
税込みほ％)会計を額 ホを 

未定 

イタリアンスクーターのスタンダードは 
ポリユーム感溢れるグラマラスボディ 
ボディを部にエッジを効かせた独特のデザインに、ボリューム 

感溢れるフロントカウルを組み合わせる、マラグーティの最新 

モデル。160CCという実用性の高い排気量は高速道路も走行 

できるため、デイリーユースからちょっとしたツーリングまで 

楽しむことができる。 

窃ze _ Specifications _ 
エンジン形ま 
挽気量/ボアXストローク 
圧搞率 
巧な出力/II大トルク 
ま両重S 
燃巧 
お义方ホ/始お方ま 
タンク容■/オイル容贩 
ミッシ3ンタさが 
サスペンション前巧を 
ブレーキ前/巧 
タイヤお/?全 
フレーム形ま 

—cc/—X—mm 

--Pが一rpm/—kp-m/—rpm 
—kg_ 

一段 
一正立争I レス〕ピッスイと夕^ 

•ルディスク/シングルディスク 

全幅： 一mm 
シート岳： 一mm 
最低化上な：一mm 
ホイールべース：一mm 
巧小回お半径： 一m 

X3M 125MOTARD 
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CENTR0160ie 
チェントロI60ie 

Color Variation 

Price 

未定 
巧! 乂シミュレーシヨン 

巧両本が価お ホ定 
ち査登な手巧き巧巧手巧巧 1で7000円 
巧を監巧ネ斗 3巧4000円 
巧込みほ％)合計を巧 ホ定 

ま置巧(巧回のみ） 6300円 
自賠黄おお料(24ヶ月） 1巧4410円 

r地!!g !■! ■巧 未定 

ホールド性の高さを実現したシートと 
ラージホイールデザインの安定性 
乗り降りがしやすいフラットボードを採用するボディは上質な 

イタリアンデザイン。前後にラージホイールを採巧することで、 

路面のギャップなどによる嫌な振動からも該響を受けないげ 

適性を実現。スタイリングはもちろん、快適性といった面でも 

大きなアドバンテージとなっている。 

Specifications 
エンジンおま — 
辨巧11/ボアXストローク —cc/—X—mm 

mm — 

巧まお力/巧大トルク 
吉南童* 

—ps/—rpm/ —kg-m/—rpm 
—kg 

が巧 —km/fi 
点义方ま/始動ちま -/- 
タンク容量/オイル容量 '-e/-e_ 
ミッション形ま —括 
サスペンション前/後 正立テレスコピック/ユニットスイング 
ブレーキ前/» シングルディスク/シングルディスク 
タイヤ前健 
フレーム巧さま 

Size 

を長： 一mm 

全悟： 一mm 
シート窝：一mm 
ホ低地上岳：--mm 
ホイールべース：一mm 
巧小回ち半径：-m 

CHAKMASTER200 
チャックマスター200 

Color Variation 

!==)惊 

Price 

1地ム祖础34万6500円 

巧乂シミュレーシヨン 

モ巧本巧価を 33万円 
おを登な手巧き巧巧手孜巧 1巧7000円 
巧牵お巧巧 3巧4000円 
巧込みほ％)合計全巧 40方50円 

巧量税(巧回のみ） 6300円 
自お黄巧おお(24ヶ月;； 1方4410円 

，出おRTTH 42万810円 

個性的で上質なイタリアンデザインを採用ずる 
快適なラージホイールスクーターのニューカマ— 

安定性の高いラージホイールという実用性と、モダンなデザイ 

ンの組み合わせ、4ストローク163CCエンジンを搭載し、最大 

出力は10.1psと'必要にして十分なパフォーマンスを兼ね備え 

ている。これまでのビッグスクーターとは一線を画すファッシ 

ヨン性と快適性を兼ね備えたパッケージング。 

Specifications 
エンジンお式 
挣ち量/ボアXストローク 
圧提を 

を冷4ストを巧巧 
163CC/60X 57.8mm 
9.7:1 

巧ま出力/ft大トルク 10.1 ps/7000rpm/1-23咕-m/52朗 rpm 
ま兩重量 117kg 
が巧 ' 
お义方ま/始お方式 

—km/e 
一/セル,/キック 

タンクを»/オイル容# 86/—e 
ミッションおま 
サスペンション前/後 
プレーキ前パを 
タイヤ前/を 

お捜 
正立テレスコピック/ユニットスイング 
シンクルディスク/シンクルデ<スク 
—/— 

フレームおま — 

Size 

全長： 2020mm 

を盾： 725mm 
シートま： 770mm 
巧なi也上意：一mm 
ホイールべース：1380mm 
巧小回お半径： 一m 

Madison3 250ie 

排気量 244CC 
巧寓お力 20.09ps/8500rpm 
巧大トルク 2.19kg-m/6750rpm 
車巧fift 158kg 
ミツシヨンおま S段- 

も ssword250 

前を16インチホイールを採用するラグジ 

アリーモデルとして誕生したパスワード250。 

個性的なフオルムはフロントグリルを強調_ 

し、デザイン性をアピールするとともに上品 

さも併せ持つ。 ミ-;ションぉ 

エンジンおま 水を4スト単気巧 
排気 « 249.78CC 
おま出力 [20.8ps/7500rpm 

63万円 

大型のへッドライトを組み込む個せおデザ 

イン。160CCモデルと同様のボディながら 

125CCクラスのため、維持費などコストパフ 

才ーマンスに便れているため、シティコミユ 

-夕一としてま用度が高いモデルだ。。 

Specifications 
エンジン形式 
が巧量 
巧度出力 
巧大トルク 
車両をft 
ミツ’;7ョンお巧 

小型を許で乗ることができる、ファッショSpecifications 

、ノかt >•わいなかtt—傭わ和ろづ1でli フ々-エノ 形が 一 
ノはC 1犬趙比Vw1巧む/ー フノノユノソ 乂ノ が気f —CC 
-夕一。大径16インチホイールを前後にセ*宙出力 —ps/—rpm 

ットしてぃるため、乗りむi也の良さと操縦*ホパレク —ka-m/—rpm 
—kg 

性は上位クフスも凌ぐ。 ミグ:;3てお丢"| -段 



1200SPORT 

スポーツを楽しむパフオーマンスと 
幅広し、使し、隙手び可能なオプション設定 
ブレヴァV1100系シャシーに1151CCエンジンを搭載し、最高 

出力95.2psを絞り出す。より低いバーハンドルにスポーツ走行 

に適した専用ステップや、精悍なビキニカウル、ぺーダルブレ 

-キディスクなど、クラシカルなカフェレーサーをイメージさ 

せるアレンジが随所じ施されている。ブレヴァV1100系のツ 

-リング用オプションが流用可能なため、スポーツ走行を重視 

しながらタンデムやツーリング性能も向上。 

Price 

EMEBESl69万8900円 
購乂シミュレーション 

を两本が価格 161方8000円 
榜蛮登録手続き巧巧手な巧1万8000円 
巧車お備料 3巧6000円 
巧込み(5%)含討を巧 175万5600円 

きffi税(3年） 7如0円 
自賠黄な険料(37ヶ巧） 1万口郎円 

I歷誦178万880円 

Specifications 
エンジン形ま 
巧気*/ポアXストローク 

空を4スト0HV2バルブV型2気巧 
1151cc/95X81.2mm 

圧縮率 _ 9.8 :1 
巧高お力/巧大トルク 
ま:両M量 

947ps/7800rpm/10.2咕 m/6000rpm 
229kg 

が巧 —km/e 
点义方ま/お動方が デジタル/セル 
タンク容量/オイル容量 238/-£ 
ミッション巧さま - 6段 
サスペンション前パを ■正立テレスコピック/シングルアーム 
ブレーキ前/後 シンブルディスク/シングルディスク 
タイヤ前/巧 120/70-17/180巧5-17 
フレームおま 畜弓長力巧勤クレードル方式 

Size 

全長： 2195mm 

全傷： 840rnm 
シート窝： 800mm 
巧あ地上ま：185mm 
ホイールべース：1485mm 
巧小回お半径：-m 
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Norge 1200 
ノルゲ1200 

Color Variation 

E=ziブリジオエクスカ…て一 
■ □ッソコJレヴ 

ネログラフィーテ 

Price 

I;細王ぉ!-。193万5000円 

巧乂シミュレーシヨン 

ま巧本か価格 190方円 
お査夏お手続き巧巧手巧巧1万8000巧 
妍車を巧料 3巧6000円 
税込みほ％)合計を巧 2的で170肿 

重量巧(3年） 7500円 
自賠責保お料(37ヶ月） 1巧778帅 

口EHSa 207万6980円 

)(ニアケースなどの各種装備によって 
□ングクJレージングにも力を発揮する 
長距離ツーリングじは夕かせないABS、グリップヒーター、脱 

着可能なパニアケース、可動まウィンドスクリーンなど装備は 

装着-るみ。装備重量の増加に合わせてエンジン排気量は1151CC 

とし、最大出力を如psにまで引き上げることで運動性能を確 

な。グランツーリズモとしての特徴をアピールする。 

Specifications 
エンジン形ま 
骄巧！/ポアXストローク 

空を4ストOHV2バルブV型2気宿 
1151CC/95X81.2mm 

お統率 9.8 :1 
巧お出力/巧大トルク 
車両重fi 

90ps/7500rpm/10.2 kg-m 巧800rpm 
246kg 

燃巧 —km/6 
点义方式/始勤方ま デジタル/セル 
タンク容量/オイル容蛋 23S/-C 
ミツシヨンおホ 6お 
サスペンション前/巧 正立テレスコビック/シングルアーム 
ブレーキお/巧 -シングルディスク/シングルディスタ 
タイヤ前けを 120/70-17/180/55-17 
フレーム形ま 富張力巧製クレードル方巧 

Size 

全僖： 870mm 
シートま： 800mm 
巧低化上ち：185mm 
ホイールべース：1495mm 
巧小回お半径：一m 

GRIS01100 

Color Variation 

Iネロ -グッツィ 

ロアランチョがィすート 

a169万8900円 
拥乂シミュレーション 

を両本化価巧 161巧8000円 
巧玄登録手統き代斤手な巧1巧8000円 
が車を巧料 3巧6000円 
巧込みほ％)合封■ま:巧 175巧5600円 

を«が(3年） 7500円 
自賠責保おお(37ヶ巧.） 1方7780円 

™,むじ,178万880円 

スタイリングの特徴を最大の武器に 
モト.グッツィの魅力を最大限にアピール 
デザイン主イ本のプロダクトモデルとして確固たる化位を築いて 

いるグリーゾ。極太パイプのツインフレームやオイルクーラー、 

大型サイレンサーなどの特徴ある造おは、まさじデザイナーズ 

マシンのなを感そのもの。現在のモト-グッツィにポめられる 

価値を表している。 

Specifications 
エンジンお式 
巧巧量/ボアXストローク 

を冷4ストOHV2バルブV型2気街 
1064cc/92X80mm 

圧摇を 
巧な出力大トルク 
畢-兩童》 

•9-8:1 
87.6ps/7600rpm/9.08 kg-m/6400rpfn 
227kg 

燃み'' 
お义ホま/始動で式 
タンクさ量/オイル容蛋 

—km/C 
テ;ジタル/セル 
17.2 c/~e 

ミッション形式 
サスペンションお/巧 

6段 -— 
正なテレスコピック/シングルアーム 

ブレーキ前パを シングルデイスク/シングルデイスク 
タイヤ前/巧 
フレーム巧さま 

120/70-17/180巧5-17 
窝張力巧敎クレードル方式 

Size 

全長： 2260mm 

全幅； 880mm 
シートち：加0mm 
最な!也上富：185mm 
ホイールべース；1554mm 
巧小回お半径：-m 



California Vintage 
カリフォルニアビンテージ 

Color Variation 

Price 

210万円 

班乂シミュレーシヨ 

巧両本巧価巧 200万円 
ち置登なを技き巧巧手巧お1万8000円 
巧を巧巧お 3万目000円 
巧込み巧％)合計を巧 215万6700円 

重*お【3ホ） 7500円 
自お*巧おお(37ヶ月；1巧7780円 

【が地お, 218万1980円 

乗りやすさと幅広い実用性は 
スタンダードモデルな5ではの特徴 
アメリカ-カルフオルにア州で巧察用として1971年に採用さ 

れたことをきっかけに、その信頼性を確実なものとしてきたス 

タンダードモデル。レトロデザインに最新のユニットを搭載す 

るなど、な誌年月をかけて熟成の域に達している。ベテランに 

もお勧めのモデルといえるだろう。 

Size 

全長： 2380mm エンジンお式 を冷4ストOHV2バルブV型2ち巧 
誰ち*/ボアXストローク 1064cc/92X80mm 
威を 
巧高出力/ち大トルク 
ま巧至量■ 

9.8 :1 
73ps/6400rpm/9.59 kg-m/5000rpm 
263kg 

が夕 —km/fi 
点义方ま/始お方式 
タンク容*/オイル容量 

デジタル/セル 
19L/— 

ミッションおま 6段 - 
サスペンションお/巧 正なテレスコビック/シングルアーム 
ブレーキ巧/な シングルデイスク/シングルディ~スタ 
タイヤ前/巧 
フレームおが 

110/90-18/140/80-17 
寓巧力巧がクレードル方ま 

Breva 1100 Griso8V 
フレヴァ1100 

Price 

ド•血肺!3163万8000円 

Color Variation 

ロッソコルヴ 
■■ネロ-クッツイ 

独自のスチールパイプフレーム製クレードル 

フレームと、専用サスペンションでしなやか 

な乗りん、地を実現。Vり00ェヴオルツィオ 

Specifications 
エンジン形式 空冷4ストOHC2バルブV型2ち衍 
排気* 1064CC 
を畜出力 85.2口が7800rpm 

-ネから受け継ぐエンジンは、専用セッティタ空ク-867咕W 
ングが施されたV型2気筒1OMccを搭載。 ミッションぉホST 

イタリアンな空気を感じさせるマッシブモダ 

ンなグリーゾのフオルムはほぼそのままじ、 

エンジンをリニューアル。出力、トルク特性 

の向上はもちろんのこと、レスポンスやフイ 

—リングは格段にアップ。 

SpeciTtcations 
エンジンおま 
排気* 
巧寓出力 
巧大トルク 
車両重量 
ミッションおま 

巧:f4ストV型2ち街 
1151CC 
110ps/7500rpm 
11.02崎-m/6400rpm 
222kg 
6段   

STELVIO Breva750 
ステルビオ 

Price 

Emisz23181万6500円 

Color Variation 

圓巧 
こコビアンコ 

グリーゾ8Vに搭載されるOHC8Vエンジンに 

より、パワートルクともじ絶妙なは付け。コ 

ンパクトボデイにイタリアンなデザインにス 

クリーン、シートの調節機能を装備。ライ 

ダーを選ばないち容性も特徴。 

Specifications 
Xンジンがま 空油を4ストV驻2気衍 
排気ft 1151CC 
巧离出力 104.1 ps/7500rpm 
巧大トルク 11.02kg-m/6400rpm 
を両を量~ 214kg 
ミッション形式 6段 

フレヴア7已〇 

Price 

1;,呀1，ぶ化!!，99万7800円 

Color Variation 

独自エンジンマネージメントじよる全域でSpecification己 __ 

粘る巧性と、車体の軽量さによって、ワイ己ンぉまミスト〇りのバルヵ/型巧巧 

ンデイング走行こなすネイキッドスポーツ。を；ii出力 48ps/6800rpm 

ユーロ3に合わせたマイナーチェンジを経て、ホ*卜—ルク_5-'骂铅T均弓巧—r曲し 

し、まだ健をのジャストサイズマシ-ン。式反ぁま:造咕 

V7 CLASIC MGS-01 

往年のを車V7のスタイリングを現代におら 

せたV7クラシック。コンパクトなボディに 

巧いやすい出力お性をちえたエンジンなど、 

その魅力は時代を超えてをされるモト•グ 

ッツィのアイデンティティといえる。 

Specifications 
エンジンおま 空冷4スト0HC4バルブV型2気巧 
排気量 * 1225CC 
巧畜出力 128ps/8000rpm 
巧夫トル女 
車両を9 

11.5kg-m/6200rpm 
192kg 

ミツシヨン形が 5段 _ _ 

これまで限を巧いだったものの、昨年から 

カタログラインアップに追加された巿跟レ 

—サーモデル。スポーツユニットとして開発 

された1225CC OHC 4バルブエンジンは128ps 

を発揮する。 

Specifications 
エンジン形ま！空冷4ストOHC4バルブV型2ち巧 
排気• I 1225CC_ 
をち卑を _ I 128ps/8Q00fpm 
お大トルク [11.5崎-m/6200rpm 
車両を■ T192kg 
ミッション形ま[6段 
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ROCKET III TOURING 

専用ノじアケースなどの装備によって 
□ングツーリングの快適性び格段にアップ 
ロケットスリーと同じエンジンプラットフォームを使用しなが 

ら、リヤランプとミラーを除いてすべてが専用設計となるッー 

リングモデル。パワーユニットは荷物やタンデムといった重量 

時にも難なく加速できることを前提としたトルク型へのチュー 

ニングミさみ。スチールチューブ製ツインスパインフレームと、 

スチール製スイングアームを新たに設計し直すことで、あらゆ 

る速度域で快適なツーリングを実現している。 

Price 

E3Zim3265万6500円 

膊乂シミュレーシヨン 

を両本が価格 253万円 
格を登趕手結き巧巧手なお1巧8000円 
巧車お備が 3巧6000円 
槐込み(5%)を計を巧 271巧3200円 

靈■悦(3年） 巧00円 
自賠資巧険料(37ケ巧） 1巧7780円 

273万8480円 

Specifications 
エンジンおま 水冷4ストD0HC並列3気巧 
巧気■/ボア X ストローク 2294cc/101.6X94.3mm 
圧縮事 
あ高出力/巧大トルク 
車両重* 

108ps/5400rpm/21.3kg-m/2000rpm 
358kg 

燃資 —km/e 
点义方ま/おお方ま —/セル 
タンク容量/オイル容置 22.35/—e 
ミッションお巧 .娘—. - 
サスペンション的/巧 倒立うォーク/シンタルァーム 
ブレーキ前/巧 ダタルディスク/シンブルディスク 
タイヤ前/を 150/80-16/180/70-16 
フレームをさま 织宵ツインスバイン 

を幅： 995mm 
シートち： 730mm 
巧低化上客： 一mm 
ホイールべース：1705mm 
巧小回お半径： 一m 

ROCKET III Classic 
□ケット出クラシック 

ROCKET III 

Price 

クラシックとしてライダーとパッセンジャー 

の快適性に重点を置いたバリエーシヨンモ 

デル。フットボードやプルバックバー、特別 

縫製のコンフオートツーリングシートといつ 

た専用の装備を追加する。 

Specifications 
エンジンおま 水ち4ストDOHC化列3ち商 
拼ち爱 2294CC_ 
巧富出力 142ps/6000rpm 
巧大トルク 20.4kg-m/2500rpm 

320kg 車两重量 
ミッション形式 服 

Price 

1;;歷圆244万らち00円 

Color Variation 

■■フアントムブラック 
(ZZ1クラレット 

グランドツアラーとして人気を集めるマキシ 

クルーザー。搭載する2294CC3気筒エンジン 

は最大出力142psというビッグパワー。剛せ 

の高いスチールフレームや切れちの大きな 

ハンドルなど、乗りやすさにも注目。 

Specifications 
エンジンおま ■水冷4ストDOHCが列3気巧 
排気量 2294CC 
巧高出力 ,142ps/6000rpm 
巧大トルク , 20.4kg-m/2500rpm 
去雨i* : 320kg 
ミッション巧き式 娘 

AMERICA 
アメ ij力 

SPEEDMASTER 
スピードマスター 

Price 

特徴的な27〇0 DOHCパラレルツインを搭載 
するツアラーモデル。プルバックタイプのハ 

ンドルバーやホールド性の高いシートといつ 

た装備の数々は、ロングクルージングでの快 

適性は抜群。 

Specifications 
エンジンお式 をぶ4ストD0HC巧列2ち衍 
がち, _^65皆____ 
最裔出力 62ps/6800中m 
巧大トルク 7.55kg-m/3300rpm 
車兩を量 226kg 
ミツとヨンおま5段 

スタイリッシュなカスタムテイストを纏つ 

た、パラレルツイン搭載のクルーザーモデ 

ル。スラッシュカットマフラーやブラックキ 

ャストホイールなど、ワイルドなアイテムを 

散りばめることでを在感をアピール。 

Specifications 
エンジン嵌式I水を4ストD0HCが列2ち巧 
排気る 
巧离出力 
巧大トルク 
車両重量 

62pが6800rpm 
7.55kg-m/3300rpm 

ミツシヨン形式5段 



DAYTONA ら75 
デイトナ675 

Color Variation 

Price 

[^12233133万3500円 

巧乂シミュレーシヨン 

車両本が価巧 127方円 
おま登録手持き代巧手な巧 1巧8000円 
巧まを巧が 3万6000円 
巧込みほ％)合計を巧 139巧200円 

重»お(3年） 7500円 
き賠貴保除巧は7ヶ月.‘I 1巧7780円 

四皿乙33141万5480円 

官能的なサウンドと12目PSの八イ/の~ 
軽星ボディとのマッチングで最強ミドルへと進化 
現在も開発が続けられる675CC水'冷3気筒ユニットは、コンパ 

クトで幅を抑える設計。’09年モデルでは128psにまで最高出 

力を増強している。これに合わせて車重も3Kgの軽減に成は。 

新たに前後へフルアジヤスタブルサスペンションを搭載するこ 

とで、パフォーマンスアップを果たしている。 

Specifications 
エンジンおま ;水冷4ストDOHC12バルブ3気巧 
巧気！/ボアXストローク 
圧淀を 
«ま出力/巧大トルク 
車両重量 

675CC/74X 52.3mm 

128ps/1巧26抓 rpm/7.44kg-m/1方1750rpm 
162kg 

が資 —km/fi 
点义方式/始勤方が 
タンク容蛋/オイル容量 

一/セル 
17.4 

ミッション形ま 6段 
サスペンション前/後 ~倒なフォーク/スイングアーム 
ブレーキ前/後 
タイヤお/お 
フレームお式 

ダプルディスク/シンブルディスク 
120/70-17/180/55-17 
アルミがビームツインス"一 

Size 

全長： 2010mm 

全お： 700mm 
シートを： 825mm 
巧化お上萬：一mm 
ホイールべース：1395mm 
巧小回おキ浑：-m 

STREET TRIPLE 
ストし(一卜ijフjレ 

STREET TRIPLE R 
ストリートトUフルR 

アイドリングからレツドゾーンまで高いパフ 

ォーマンスを発揮する675CC並列3気筒エン 

ジンは、ハイレスポンスかつ/レ地よいサウン 

ドを奏でる。ストリートファイターとして性 

能とスタイリングを兼ね備えている。 

Specifications 
エンジンおま 水ち4ストDOHC12バルブ3巧巧 
排気量 I 675CC 1 
巧ち出力 108ps/‘1万1700rpm 
巧大トルク 7.04kg-m/9100rpm 
車爾を量 167kg 
ミッション开さま6殺 

フルアジヤスタブルサスペンションを前後に 

装備するとともに、4ポットラジアルキヤリ 

パーをフロントに投入するハイスペックバー 

ジョン。マットグラファイトとマットブレイ 

ジングオレンジの2色をラインアップ。 

Specifications 
エンジン形ま 1水冷4ストDOHC12バルブ3ち衍 
排気量 675CC 
巧富出力 108PS/1巧1700rpm 
巧大トルク 7.04kg-m/91 OOrpm 
ま兩重量 167的 
ミッ歹 6段 

SPEED TRIPLE SPRINT ST 
スビードトリフJレ スフUントST 

Price 

デュアルへッドライトが特徴のストリートフ 

ァイターを番モデル。3気筒1050CCエンジン 

はインジェクションを搭載し最大出力を 

132psへアップ。極低段トルクを大幅に向上 

することで走行性能を強化。 

Specifications 
エンジン形ま 
排気量 

水冷4ストD0HC12バルブ3気巧 
1050CC 

巧意出力 132ps/9250rpm 
最大トル~ク I0.7kg-m/7500rpm 
車両重量 189ka 
ミッション形式 娘 - 

Price 

独自に開発したインジェクションによって、 

エンジンの最大出力は127psを発揮。これま 

での完成されたスタイリングに、快適性を 

付け加えることによってさらにパーフエクト 

なモデルへと進化している。 

Specifications 
エンジンおま 
排気量 

水冷4ストDOHC12バルブ3筑告 
1050CC 

巧畜由力 - 127ps/9250rpm 
«大トルク 10.7kg-m/7500rpm 
車両ま量 213崎 

6段-.— 

下にER1050 
タイガー1050 

Color Variation 

^■シ•ニットフラック 
ロフユージョンホワイト 
Hフレイジングすレンジ 

Price — _ 

四四匹3158万5500円 

»入シミュレーシヨン 

ま巧本巧価巧 151巧円 
巧査をな手巧き巧巧手な巧1万8000円 
扣ちちな料 3万如00円 
巧込み巧％)を!tをな 164万2200円 

里量巧(3年） 7500円 
自度*巧除巧(37ヶ月） 1万7780円 

□EBI回166万7480円 

マルチパーパスモデルな5ではの快適性は 
シチユエーシヨンを還ばない高性能の実現 
インジェクシヨン搭載の3気筒エンジンは、スピードトリプル 

直系の1050CC。独特なフィーリングを実現しながら十分な卜 

ルクと出力特性をちえられている。フルアジヤスタブルのフロ 

ントフオークや4ポッドキヤリバー、さらに前後17インチのキ 

ヤストホイールなども、スポーツ性をアピールするポイント。 

Specifications 
エンジン形ま 水冷4ストDOHC12バルブ3ち衔 
巧ま量/ボアXストローク 1050CC/79X71.4mm 
圧巧率 I — 
巧高出力/最大トルク 115ps/9400rpm/10.2kg-fn/6250rpfn 
車両ま量 201咕 
が貧 
お义方式/始巧方が 
タンク容量/オイル容量 

—km/fi 
—/セル 

. 2oe/—e 
ミツシヨンおま ' 6段 
サスペンション前/巧1 倒立フォーク/シングルアーム 
ブレーキお/巧 
タイヤ前/後 

ダブルディスク/シングルディスク 
120/70 17/180/55-17 

フレームお式 アルミおビームツインスバー 

Size 

全長： 2110mm 
-L_ 

全幅： 840mm 
シートを： 835mm 
巧お化上を： 一mm 
ホイールべース：1510mm 
巧小回転半径： 一m 125 
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BONNEVILLE SE 

Color Variation 

■JIPH/トタイ》ン/ 

純砕なレト□スタイルに加え5れる 
専用装備によるスポーティフオルム 

巧ック 
’クブJレ-X: 

Price 

。が 126万円 
巧乂シミュレーシヨン 

車雨本が価格 120巧円 
おを登録手統き代巧手巧巧1巧8000円 
巧まを巧す斗 3で6000円 
税込みほ％)さ計を巧 131で6700円 

ま*巧は年） 7500円 
自賠黄巧除m37ヶ月） 1巧7780円 

口巧5五!!134万1980円 

スタンダードなボンネビルにスピード&タコメーターを追加し、 

ブラックアウトしたエンジンにはポリッシュのエンジンカバー 

を追加。 さらにニューデザインのキャストホイールなど、これ 

までのボンネビルとはひと日ホ違ったアクセント付けで、その魅 

力をさらに引き出している。 

Specifications 
エンジンおま 
排気量/ボアXストローブ 

空冷4ストDOHC2気巧 
865cc/90X6amm 

圧縮率 一:一 
巧窩出力/ち大トルク 
車両をS 

68ps/7500rpm/70.4kg-m/5800rpm 
200kg_ 

銭 
点火方式/括巧方ま 

—km/fi 
一/セル 

タンクを«/オイル容量 16C/-G 
ミッション形式 
サスペンション前/を 
ブレーキ前/巧 
タイヤ前/巧 

娘 
正立フォーク/スイングアーム 
シングルディスクンシングルディスク 
110/70-17/130巧0-17 

フレームおま 绍替クレードル 

Size 

全長： 2144mm 

を惠 
1100 

全煩： 748mm 
シート离： 751mm 
巧あiを上ち：-mm 
ホイールべース：1454mm 
巧小回お半径： 一m 

THRUXTON 

Color Variation 

卜JレネードレッドXホワイトストライフ 
BジエツトブラックXIJ—ルトストライフ 

Price 

四四西立138万6000円 
麻乂シミュレーシ3ン 

車両本が価格 132万円 
お查登錢手統き巧巧手巧巧1万8000円 
巧車を巧お 3で6000円 
巧込みほ％)合許を額 144万2700円 

ま量税(3年） 7500円 
自賠資イ呆お料(37ヶ巧） 1万7780円 

I地！jig玉の。146万7980円 

カフェレーヴー5しいホットなエンジンと 
カスタムテイスト溢れるスタイリングの融合 
ボンネビルと共通となる360。クランク865CCパラレルツインエ 

ンジンを採用しつつ、ホットなカムプロフィールや圧縮比を富 

めたセッティングによって、シリーズ中最もバワフルなモデル。 

シングルシートカウルやバーエンドに取り付けられたバックミ 

ラーなど、カフェレーサースタイルを再現している。 

Specifications 
エンジンおま 
排気量/ボアXスト□こク 
圧縮率 " 
巧裔お力/最大トルク 
車両重巧 
が货 
お义方ま/おお方式 
タンク容量/オイル容* 
ミッションおホ 
サスペンション前パを 
ブレーキ前/巧 
タイヤ前/巧 
フレームおま 

空冷4ストDOHC2ち巧 
865cc/90X68mm 

70ps/7400rpm/7.14kg-m/5800rpm 
205kg 
一 km/e 
…/セル 
i6e/-e 
5段 
正なフォーク/スイングアーム 

100/90-18/130/80-17 
巧ちクレードル 

Size 

全長： 2150mm 

全幅：閱5mm 
シートち： 7如mm 
巧低地上畜：一mm 
ホイールべース：1490mm 
巧小国お半径：-m 

SCRAMBLER 
スクランブラー 

Color Variation 

■■ジエジトフラック 
■■マット。ーキグリーン 

Price 

I;础王位お打？!133万3500円 
稱乂シミュレーション 
車両本な:価格 127万円 
おを登録手統き巧巧手なお1巧8000円 
巧まを巧お 3万6000円 
巧这みほ％)を計を巧 139巧200円 

をS巧は年） 7500円 
自賠資保お料(37ヶ月） 1万7780円 

□EESsal41万5480円 

•60年げを思い起こさせるスタイリングは 
時代とともに生き続けたトライアンフの誇り 
バワーユニットはボンネビルとは違ったブラックフィニッシュ 

の270度クランクを採用することで、まったく違ったエンジン 

フィーリング生み出す865CCパラレルツイン。インジェクシヨ 

ンを採用することで、クラシックなスタイリングながらも現代 

の快適性を手に入れている。 

Specifications 
エンジンお式 空冷4ストDOHC 2ち巧 
拂気量/ボアXストローク 865cc/90X68mm 
圧縮を ：■ 
巧寓出力/巧大トルク 60ps/6800rpm/7.04kg-m/4750tpm 

車両重量 205k 日 
が巧 —km/e 
点火方式/始お方式 一/セル 
タンク容■/オイル容量 16€/-C 
ミッションお式 5段 
サスペンション前/後 正立フォーク/スイングア-ム 
ブレーキ前/後 シングルディスク/シングルディスク 
タイヤ前/巧 100/90-19/130/80-17 
フレームおま おを製クレードル 

Size 

ホ'-..誰 

全精： 865mm 
シートな： 825mm 
巧を地上离：-mm 
ホイールべース：1500mm 
巧小回お半径： 一m 

パワーユニットはトルクフルな360’ クラン 

ク865CC。シリンダーまわりをブラックアウ 

卜することでイメージをリフレッシュ。新た 

に17インチキャストホイールを採用し、ス 

タイリングを一新している。 

Specifications 
エンジンおホ を冷4ストDOHC2ち面 
排«量^ 扣5CC _ 
最畜出力 68ps/7500rpm 
あ大トルク ’ 70.4kg-m/地OOrpm 
車両重* 200咕 
ミッションおま5段 

すべてのボンネビルシリーズと同様に、イン 

ジエクシヨンを採用した360’ パラレルツイ 

ンを搭載。’60年代のクラシックスタイルを 

再現しながら、現代の技術でまん、できる性 

能を両立。 

Specifications 
エンジンおな を冷4ストD0HCを列2ち銜 
が気» 865CC 
巧离出力 明ps/巧OOrpm 
巧大トルク 7.04kg-m/5800rpm 
車両重* 205kg 
ミッシヨン形巧5段 



ADWA/': 

イタリアンデザインをアピールするスポーツ 

スクーター。プロジェクター式のデュアルへ 

ッドライトや、高輝度LEDを組み込むテー 

ルランプ、 フロント/リアともに大径デイス 

クブレーキを搭載。 

Specifications 
エン:ジン形式 水ち2ストが気巧 
排気* 49.3CC 
**出力 4.48ps/8200rpm 
巧大トルク 0.45kg-m/6300rpm 
車两爱s ' 88.8kg 
ミッション形ま :無段 

AD250 

94万2900円 

格納式ルーフを持つ特徴的なデザインに高Specifications 

剛性フレ-ムの組み合わせ。ピアジオ製ク 

ォーサーエンジンを搭載し、ををした走行おS由方 22ps/8250rpm 

性能を確な。実用せの高いトランクスぺ一*差占こク 2.1kg-m/6500rpm 

スは926と大容量。 £.ソションjf妹.i苗9 

AD125 VENUS ROMA EMにUA125 

AD250で高い信頼せを得ている全天候型ボSpecifications 

ディをそのまま踏誤することで、クラス最大 

した小型モデルとして人気を集めている。 

エンジン巧多ま 水を4ストS0HC4バルブ単ち巧 
排気》 124CC 
巧高出を 14.9ps/9750rpm 
巧大トルク 1.22kg-m/8000rpm 
を両重* 175kg 
ミツシヨン巧さま 無段^ ^ ■ 

フェンダーライトやグリップエンドのウイン 

力一など、ビンテージスタイルのスクーター 

をそのまま復元したビーナスローマ。ボディ 

パーツは当時同様にスチール製モノコック 

を採用している。 

Specifications 
エンジンおま 空冷2ストロータリーバルブ単ち巧 
排気a 125CC 
最寓出力 4.5ps/5200rpm 
«大トルク — 
車両重JI ■ 89kg 
ミッションお式 娘 ---- 

CLASS に150i EVO-4T 300 

Price 

1削!ムロi!,!4 39万9000円 

ビンテージベスパ同様のデザインを現在ま 

で継続しながら生産されるモデル。スチール 

製モノコックボディに空を2ストエンジンを 

搭載する、才ーソドックスで上品なスタイル 

を作り上げている。 

Specifications 
エンジン形ボ 空を2サイクル単気巧 
排気a '145.5CC 
巧畜出ろ 5.54ps/5200rpm 
巧大トルク 
車両をi 1 93kg 
ミツシヨン形が ’ 4速 

レブの後継として誕生したェボ4T。新設計 

シングルビームアルミニウムフレームにより、 

大幅な軽量化とスリム化を実現。さらにフ 

ロントフオークで600gなど細部での軽量化 

も行われる。 

Specifications 
エンジンおま 水冷4スト単気巧 
排気量 297.3CC 
巧富出力 —PS/—rpm 
を大トルク ーkg-m/—rpm 
車巧重量 72kg 
ミッション打さま ,;娘 - 

EVO-4T250 

300同様に新設計フレームやを部の軽量化 

はもちろん、スイングアームとリヤサスペン 

シヨンリンクシステムも新設計。これにより 

プログレッシブ効果が大幅に向上され、様々 

なシーンでま躍できる性能を確保。 

エンジンをボ 水を4スト単 
巧を， 249.6(X 一 
最高出力 一PS/—rpm 
巧大トルク 
車両まit _ 

ま斤設計290CCエンジンは低回拉から力強い 

トルクを生みだし、全域でのパワーアップを 

達成。新設計フレームの特性と合わせて、あ 

らゆるシーンにおいて思い通りのライディン 

グが可能となる。 

Specifications 
エンジンお式 
排気量 

水冷2スト単気巧 
289.1CC 

巧离出力 —PS/—rpm 
巧夫い[ク —kg-m/一rpm 
ま両蛋《 的kg 
ミッション形式6段 127 
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EVO-2T250 EVO-2T125 
ェボ2T12己 

新設計パイオリ製フロントフォークじより 

60Ogの軽量化と、セッティングのを更によ 

り更なるダンピング効果の向上。電装系を 

一新し、重童物配置の見直しにより重ん、位 

置を最適化している。 

Specifications 
エンジンおボ 水を2スト単ち巧 
お気■ 249.7CC 
度萬_出力 -PS/-rpm 
h大トルク I —kg-m/—rpm 
を巧重量 的咱 
ミッションお式6段 

フレームや細部のみではなく、シリンダーへ 

ッドやクランク、コンロッド、ピストンなど 

を新たに設計し直すことで、約30%の軽量 

化を実現。同時に振動も軽減し、コントロ 
-ラブルなき体を完成させている。 

Specifications 
エンジン形ま 水冷2ストがち巧 
拼気置 124CC 
巧高出力 —PS/—rpm 
巧大トルク —kg-m/—rpm 
車両お« 68kg 
ミッシヨンおま . 6疫 

EVO-2T 80 
エポ2T 80 

Price 

だ雨:画間 価格未定 

Color Variation 

Iレッド 

上位機種同様にをくのパーツが新設計とい 

うことは大きなポイントのひとつ。さらにサ 

スペンションのセッティングやマウント方法 

をを更することによって、マシンの可動域 

をさらに広げている。 

Soecifications _ _ — 
エンジンお式!水を2スト単気巧 
排気量 179.6CC 
巧萬出力 ： 一PS/—中m 
巧大トルク 1—kg-m/—rpm 
車両重fi jJ6kg_ 
ミツシヨンおが）6段 

EVO-2T80JUMOR 
ェボ2T 80ジュニア 

Price 

Color Variation 

■■レッド 

ジュニアクラス用にリリースされる本格的な 

トライアルマシン。ジュニアクラス用とはい 

つてもその内容は上位機種同様で、様々な 

Specifications 
エンジンおま 水冷2ス_卜罕胃写_面. 
mnm ■79.6cc 
巧寓出力 —PS/—rpm 

セクションに新規設計が施されることで格さス-- 一のm 

段に性能アップを図る。 ミを3ンぉまJ段g 

EVO-2T Minitrial 
エポ2T=ニトライアル 

ALP200 
A し P200 

Price 

価格未定 

を部をスケールダウンしながらも本格トラSpecifications 

ィァルマシンのせ能を受け継ぐミニモデル。説[ン，がfg若スト単ち巧 

シート高は570mmに抑えられることから、乂由言を方— 一時/—rpm 

門機として楽しむことも可能。フロント16、-^kg-m/-rpm 

リア14インチを採用。 — ミ—を弓ンぉま'6段g 

トレツキングとトライアルを1台で楽しめる 

モデルとして人気のALPシリーズ。空をエン 

ジンを搭載することで重量を牵ま減し、より 

本格トライアルマシンに近づくようなセツテ 

イングが施される。 

Soecifications 
エンジン形式 を冷4スト単気巧 
排気11 ^ 199CC 
巧をお屯 ^ -PS/-rpni_ _ 
最大トルク ーkg-m/—rpm 
を雨重量 108kg 
ミッションおま5段 

ALP125 DB5-1100 

パワーユニットはヤマ/、製空冷4ストエンジ 

ンを搭載。シートとタンクカバーを取り外す 

のみでトライアルマシンとして楽しめるのが 

最大の特徴。タンデムステップ装着で2人乗 

りも可能となっている。 

Specifications 
エンジンお式 水冷2スト単ち巧 
排気る 124CC __ 
巧音出力 —PS/—rpm 
巧大トルク ーkg-m/—rpm 
車兩をa .卵kg 
ミッションお式 . 5段 

適度なしなり、軽さが化要なメインフレー 

ム部にはビモータ伝統の トラス構造クロー 

ムモリブデンパイプを採用。 高々元のハン 

ドリングとMイクオリテイなスタイリングを 

徹底追ボした伝おのコーナーリングマシン。 

Specifications 
エンジンおま を•是冷4スト2バルブし塑2ち巧 
排ち《 1078c _ 
巧寓出力_ 95ps^500rpm 
巧大トルク 10.5kg-m/5000rpm 
車両重« 17^9 _ _ _ 
ミッション~开さま目段 



DB61100DEL1RIO TESI 3D 

モタードマシンを意識したハンドリングを持 

つ、斬新なフオルムのネイキッドモデル。勇 

形へッドライトとウインカーをビルトインし 

たフロントフィアリングは、風防巧まととも 

にデザインアクセントとしても有効。 

Specifications 
エンジンおホ さみみ4スト2バルブし型2ち衍 
お油 1 1078c 
巧奋出力 95ps/7500rpm 
お夫いレク 10.5kg-m/5000rpm 
奉両至fi 170kg 
ミッションお式 ;6無 

世巧限定29台のプレミアムマシン「TESI 

犯Concept」のを部を変更した、量産モデル。 

フロントにリア同様のスイングアームを装備 

するハブセンターステアリングは、独特のフ 

ォルムを形成するポイントだ。 

Specifications 
エンジンおホ 弯油を4スト2バルブし型2気巧 
巧ち;！— 进2_ 
巧巧出力 ■ 一ps/一rpm 
巧大トルク ーkg-m/—rpm 
を両重量 ！1目8kg 
ミッション巧《ホ' 6段 

DB7 DB5C-1100 
DB 己 C-1100 

Price 

待望の新モデル。最強のドウカティエンジ 

ンを搭載しつつ、ビモータ製エンジンマネー 
ジメントとエキゾー ストにより、 ビモータオ 
リジナルのセツトアップが施される。 

エンジン形ま I水冷4スト4バルブし至!2 
排気量 [1099CC 
巧高化力 158ps/9750rpm 
巧大トルク 12-5咕 m/8000rpm 
おな重。 172kg (を误重量） 
ミッションおま .がを 

368万円 

モトコルセの手によって名•部が強化されたSpecifications_ 

DB5のチi-ニングモデル。ビジグボアシリ完^ンぁまI SSス早品F些2ちみ 
ンダーやハイコンブ鍛造ピストン、専用エキft吉出力; (《离出力:106PS/7500rpm - 

ゾーストシステムなどを組み込み、最高出を-ホが-り—.さ-互こ9-=11'-7ぉ-をg夕pgj-で 

力、最大トルクとも大幅に向上されている。 
!お沒ま量：169kg 

ミッション形まミッション形ま： 6段 

LS3 V8 AT2Speed 

Color V 

ロカス 

【:说aぉぉ:.に1754方9500円 
な乂シミュレーシヨン 

军両本が価格 719万円 
お查登沒手巧き巧巧手な料1方8000円 
巧巧な巧料 3万6000円 
税込みほ％)さ計を巧 760万6200円 

重量お(3年） 7500円 
自賠黄なお巧は7ヶ月）1万7780円 

四！!!な因763万1480円 

ハイパフオーマンスLS 3を搭載ずる 
アメリカンクルーザーのゆとりと迫力 
アメリカが生んだ本格ホットロッドバイク。搭載しているのが 

自動車に搭載されるV8エンジンということで、一般的なオー 

トバイよりもエンジン自体の全長が長いのが特徴。'必然的に 

全長は長くなってしまうものの、低重ん、化によって巧い易さ 

を実現しているため乗りやすく仕上げられている。 

Specifications 
エンジン形ま .水冷4ストOHV型8気巧 
揉ち量/ボアXストローク 6200cc/—X— mm 
圧指率 
巧舍出力/巧大トルク 
車両重 

一ps/一rpm/一kg-m/—rpm 

_r巧_ 
お巧 —km/e 
み义方ま/始巧方が —/セル 
クンク容量/オイル容量■ — 6/—e 
ミッションお式 2お牛リバース 
サスペンション前/な1 正立テレスコビック/スイングアーム 
ブレーキ前/巧 ダブルディスク/シングルディスク 
タィャぉ/巧 1 -/ _ 
フレーム形ま …… — 

Size 

全幅：一mm 
シート巧： 一mm 
巧祗地上萬：一mm 
ホイールべース：—mm 
巧小回お半径：—m 

LS3S V8 AT2Speecl 

Color Variation 

最新コルべット直系エンジンを挖載ずる 
ドラッグレーサー顔負けのモンスター 

ロカスタムペイント 

Price — _ _ 

【細■■と削;ん| 765万5500円 
W乂シミュレーション 

巧両本が価格 731万円 
玲ま是结手紋き巧巧手な巧1万8000円 
巧を整ぶお 3万閒00円 
巧込みほ％)合計を巧 773巧2200円 

重量巧(3年） 7加0円 
自接責なお料は7ヶ巧） 1万7780円 

□aasxna775万7480円 

搭載するユニットは現行モデルのコルべットにも搭載される 

6200CC、LS3エンジン。自動車用に開発されたエンジンだけ 

あつて、そのスペックは旗異的。しかしクルーザーモデル特有 
の安を感や足つき性は、スペックほどの恐怖を感じることはな 

し、。特にミッションがATということもポイント。 

Specifications Size 
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ZZ4SS V8 AT2Speed 
ZZ4SS V8 AT御的d 

Color Variation 

CZ]カスタムペイント 

Price 

む化れ 672万円 

巧入シミュレーション 

ま兩本が価格 640万円 
お査登録手魚き代行手巧巧1巧8000円 
巧丰整巧お 3巧6000円 

目77巧6700円 巧込みほ％)合計金お 

ま曼巧(3年） 7500円 
自お資なお料(37ヶ巧） 1巧7780円 

口OE血3 680万1980円 

ZZ4搭載のAイパフォーマンスマシ:/は 
世界限定でリリースされる価値ある存在 
パワーユニットにはGMのハイパフォーマンスエンジン、ZZ4 

を搭載。世界限定で日本国内には7台しか販売されないという 
超をかモデルとしても高い価値を持っている。エンジン自体 

の重量があるため車重はあるものの、550mmというシート高は 

扱いやすいサイズとなっている。 

Specifications 
エンジン形式 
ホち*/ボアXストローク 
圧結お 

水冷4ストOHV型8ち巧 
5730cc/—X-- mm 

巧高曲力/«大トルク 
車両歪* 

ps/ rpm/ - kg-m/ rpm 
-kg 

燃巧 一 km/6 
点义方が/お岩!方ま 一/セル 
タンク容量/オイル容量 …e/-e 
ミッションおま 2段+リバース 
サスペンション前/巧 正立テレスコビック/スイングアーム 
ブレーキ前/後 ダブルディスク/シングルディスク 
タイヤ前/巧 _ 
フレームおが — 

全お：一mm 
三ノート岛：一mm 
巧低地上裔：一mm 
ホイールべース：〜mm 
巧小回ち半径：一m 

MIT0125 
CAGIVA/カジパ 

ROADWI …25R 
S卜12己 

Price 

トップライダーやエンスージャストから高い 

評価を得ている2ストスポーツ。排気量は 

125CCであるものの129kgという軽量ボディ 
は、コーナリングマシンとしての高いポテン 

シャルを表している。 

Specifications 
エンジンお式 水冷2ストおち巧 
排気量 124.63CC 
«富出力 
«大トルク 
车両重量 
ミッVョンおま6段 

デュアルへッドライトを装備したフルカウル 

ボディ。フューエルインジェクションを採用 

することで、燃費効率や出力特性を最適化。 

インストルメントにはアナログXデジタルの 
コンビメーターを搭載。 

エンジンおま 水冷4スト単気巧 
排気》 124.1CC 
巧离出力 —ps/—rpm 
巧大トルク —kg-nv—rpm 
ま両重S 145kg 
ミッション形ホ 5段 

パワーユニットは空;令124.1CCエンジンを塔 

載。高剛性の角断面フレームにモノショッ 

クのシンプルな仕様を持つネイキッドスポー 

ツモデル。才ーソドックスなデザインも、シ 

チュェーションを選ばず使える祕訣。 

Specifications 
エンジン形式 をみ冷4スト単ち商 
排気 ft 124.1CC 
巧离出力 一Pが一rpm 
最大トルク ーkg-m/—rpm 
車両重量 130咕 
ミッション形ま5段 

細部までクロームを施す豪華なフォルムは、 

ミドルクラスながら十分な迫力。前後にキ 

ャストホイールを装着し、スタイリッシュを 

フォルムを実現。インジェクションモデルも 

ラインアップ。 

Specifications 
エンジンおホi空を4ストが気が 
が気a 
巧寓出力 
»大トルク 
車両重量 
ミッシヨンおま 

124.Ice 
一 ps/—rpm 
—kg-my—rpm 
147kg 
5段 

クルーザーモデルのスボークホイールバージ 

ョンはインジェクション搭載モデルのみ。バ 

ックレストなどのオプションも豊富にライン 

アップするため、好みに合わせた仕様も作 

ることが可能。 

Specifications 
エンジンおが 空冷4スト単ち衍 
排気量 124.1CC 
巧舌出力 一Pが一•中m 
巧大トルク ーkg-m/—rpm 
車両重ffi 147kg 
ミッションお式5段 

前後のディスクブレーキやフラットタイプの 

ステッププレート、大容量のメットインスぺ 

—スなどビッグスクーターに必要なアイテム 

を才ールインワン。タンデムにも役立つバッ 
クレストも標準で装備される。 

Specifications 
エンジンおボ 空冷4スト単気话 
が気249CC 
巧ち出力 一Pが一rpm 
巧大トルク 咕が-中m 
幸:両重* 155kg 
ミッションお式ち段 



S2シリーズのフユーエルインジェクション 
モデル。インジェクションじよるエンジンン 

マネージメントに加え、オイルクーラーやバ 

ックレスト、タンデムグリップといった装備 

の充実も図られている。 

Specifications 
エンジンお式 空油冷4スト4バルブ単気苗 
排気* ' 124. ICC 
巧寓出力 —ps 卜 rpm 
巧大トルク —kg-m/—rpm 
を両重* 141kg 
ミッションおま .お段 

実用的なよ125CCエンジンにフユーエルイン 

ジェクションを搭載することで、デイリーユ 

-スにも実力を発揮。フロントカウルに縦2 

灯のへッドライトと、ウインカーをレイアウ 

卜する個性的なフオルム。 

Specifications 
エンジン形が を油冷4スト4バルブ単気巧 
排気S 124.1 CC 
巧忌m力 ' —ps/—rpm 
巧大トルク —ka-m/—rpm 
車両重« 123kg 
ミッションおま 無段 

Dぶデイリン 

BESBI B-bone125 
ベスビ 艮ポーン12日 

小型化されLEDを採用するテールランプや 

ウインカーといったアイテムが個性的。クロ 

-ムのライトべゼルやフロントグリルをデザ 

インに取り入れたレトロフオルムが人気の 

モデルとなっている。 

Specifications 
エンジンおま 空を4ストお気巧 
排気* 124CC 
巧を出力 —ps/—rpm 
巧大トルク —kg-m/—rpm 
車両重量 103kg 
ミッション形ホ .お段 

その名前の通り骨格でデザインする個性派 

フオルムを採用するシティコミユーター。シ 

—トアンダーにはフレームを覆うパネルがな 

いため、長モノ等の荷物を思い通りじ積み 

&むことができる。 

Specifications 
エンジン形式 
排気《 
巧宮出力 
巧大トルク 
車両M 
ミ左シヨンがま 

空油冷4スト単気巧 

127kg 
系段 

DELFINO Cordi 50 

フロントにプロジェクターライトを採用し、 

を部にインテークをデザインしたスポーティ 

ャストサイズは、回りをボめるシティユー 

に力を発揮している。 

Specifications 
エンジンおま 空を4スト単気椅 
排気量 
巧高出力 —ps/—rpm 
巧大トルク —k日-nV—rpm 
車両重董 115kg 
ミッション巧さま お段 

前後にクリアレンズを採巧するスタイリッ 

シユなフオルム。コンパクトサイズで女性に 

人気のベーシックスクーター。リーズナブル 

な価格にもかかわらずフロントディスクブレ 

-キを搭載し安全性も確巧。 

Specifications 
エンジンおま 水を2スト単ち巧 
拼ち曼 49.5CC 
巧喜出力 —ps/—tpm 
«大トルク —kg.m/—rpm 
車兩重量 77kg 
ミッシヨンがま お段 — 

S-FIVE50 A-FOUR50 
DAEし!M/デイリン 

Sファイフ50 

Price 

互17万8000円 

Color Variation 

I乃:•ク 
1=1シルバー 
[=■こに•パーXツ 

アグレッシブなカラーリングにへッドライト 

とウインカーをフロントカウル巧にインサー 

卜。 ボリューム感のある車体に加え、前後 

12インチホイールで安定した走行性能を確 

保している。 

Specincations 
エンジン巧さ式 空冷4スト単気巧 
排気量— 49^CC _ 
お畜出力 一Pが一rpm 
最大トルク ーkg-m/—rpm 
車両ま* 87kg 
ミッション巧さま無段 

アップタイプのフロントフェンダーにワイドSpecifications 

サイズのタイヤを組み合わせることで、オフJ含ぶとをホ- 

口一 ドテイストを演出。カラーリングもおや*吉出甫 

かなブルーとオレンジの2色をラインアップう空^ク 

することでファッション性も兼ねている。妄ッ扛3ンぉ吏• 

空冷2スト単気货 
49.5CC 
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DERBIy： DERBI Rambla 250i 
ランプラー25CH 

Price _ 

醒拙!:■た, 43万3000円 
Color Variation 

フラットボデイデザインを採用しつつシート 

高を低く設を。パワフルなピアジオ244CCク 

才ーサインジェクションエンジンを搭載。前 

後にアルミ製15インチホイールをセットす 

ることで乗りん、地もアップ。 

Specifications 
エンジンお式 水冷4ストS0HCお気巧 
排気量 244CC 
巧岳出力 22.5ps/8000rpm 
巧大トルク 2.08kg-m/6500rpm 
車両重S 146kg 
ミッションおま ̂お段 

ムラセン125をべースにキャストホイールを 

装着することで走りとィメージを一新。デ 

ユアルパーパスをべースとしながら、街乗り 

のカラーをを遺く表現。ユーロ3が応ピアジ 

才製エンジンを搭載。 

Specifications 
エンジンおま 水冷4ストD0HCをち巧 
が気量 124.2CC 
巧忘出力 ■I5ps/9250rpm 
巧大トルろ —ka-m/—rpm 
車両爱巧 ‘120kg 
ミッションおが :娘 

MULHACEN125 GPR125 RACING 
ムラセン12已 

オンロードオフロード両用のスポーツモデル 

というコンセプトのもと、ホイールは前後と 

も18インチを採用した個性的なスタイリン 

グ。ピアジオエンジンンを搭載し、目段ギア 

と組み合わせる。 

Specifications 
エンジン形式 f 
が気量’ 
巧富出力 ’ 
巧大トルク I 
を両重* _ 
ミッションおま 

ホ茸年重卜m気® 
124.2CC 
15ps/92加 rpm 
—Kg-m/—rpm 

GPR125レーシング 

レーシングコンポーネンツを採用したユニッ 

卜は、水冷124.76CC2ストエンジンに6段ミ 

ッシヨンをプラス。デルビグランプリマシン 

のデザインチームにより設計された本格的 

スポーツモデル。 

Soecifications 
エンジンおホ 水ち2スト単気面 
»巧量 T 124.76CC 排巧量 1 124.76CC 
巧岳出力 :14.94PS//8250rpm 
巧大トルク I —kg-m/—rpm 
卖帝な 123kg 
ミッションおま6段 

GPR 50 RACING GPR50 nude 
GPR日0レーシング GPR已〇ヌード 

ダブルプレイスのアルミフレームにデルビ製 

49.9CC、2ストエンジンを搭載したスポーツ 

モデル。50CCクラスながらも6段ミッション 

を搭載するなど、与えられたパフオーマンス 

はベテランも納得の本格派。 

Specifications 
エンジンおホ 水冷2スト単気な 
排気* 49.9CC 

ミッション形式6段 

斬新なカッティングエッジデザインで高い評 

価を得ているGPR50レーシングのネイキッ 

ドバージョン。ダブルプレイスのアルミフレ 

-ムやスイングァームといった基本コンポー 

ネンツは共通。 

Specifications 
エン岁ンおが ；水冷2スト単気巧 
排気《 124.76CC 
ftま出力 14.9PS/8250rpm 

—kg-m/—rpm 去大Sルク 
車両重量 123kg 
ミ；^ンョンおま日段 

GP1250i 
D巨R己レ 

GP1125 
GP1250i GP1125 

才ールアルミフレームじ高級コンポーネント 

を採用した本格的スポーツスクーター。パ 

ワートレインはピアジオ製クオーサーエンジ 

ンを搭載し、先進のフオルムに信賴性も高 
いパッケ—ジング。 

Specifications 
エンジンおま 水冷4ストSOHCを気巧 
排気量 244CC 
お奋出力 22.6ps/a500中m 
巧大トルク 20.8kg-m/6500rpm 
車両產ft 139kg 
ミッションおま，無段 

アルミダブルビームフレームにピアジオ製ク 

才ーサーエンジンを搭載。250よりもサイズ 

的にはひとまわり小さく設計されているた 

め、シティランでも軽快なモデルとしても人 

気を集めている。 

Specifications 
エンジン形が 水冷4ストSOHC学ち巧 
排是爱 124CC — 
お苗出力 14.5ps/9500rpm 
巧大トルク 1.19kg-m/7500rpm 
を巧重S 138kg 
ミツシヨン形ま .無段 
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GPl50 OPEN GP150 

リアのスイングユニットにエンジンを搭載す 

るスクーターのスタンダードレイアウトを採 

用したモデル。全体的に車高をほく設をで 

き、低重,レ化を図れることが大きなメリッ 

卜となっている。 

Specifications 
エンジンお式 水法2スト単気巧 
排気M 49.38CC 
巧畜出力 3.5ps/7200rpm 
巧大トルク ーkg-m/—rpm 
ま両重fi 115咕 
ミッシヨンお式 無段 —… 

アルミダブルビームフレームのセンターにピ 

アジオハイパー2、49.38CCエンジンを搭載 

したスポーツスクーター。エンジンの搭載位 

置や3.5psのスペックはスタイリングだけで 

はないGP1の魅力のひとつ。 

Specifications 
エンジンおま 水冷2スト单気巧 
拱気«_ 49.38CC _ 
巧萬出力 3.5ps/7200rpm 
大いレ^ —kg-m/—r 
両まft 115kg 
ッシヨン形式無段 

SENDA SM DRD TERRA125 

フロントフォークは^40、ブレーキローター 

?5 300の本格化様。絶妙なサスペンションセ 

ッティングと制動力で思い通りの走りを実 

現するスーパーモタードの最上級モデルと 

してラインアップされている。 

エンジンおま 水冷2スト単気巧 
排気量 49.9CC 
巧奋出力 8.5ps/9000rpm 
巧大トルク —ka-m/—rpm 
を雨重i ■gacg 
ミッションおま 6段 

エンジン巧さま 1水冷4ストD0HC単ち巧 
排気量 124.2CC 
巧萬出力 1 15ps/9250rpm 
巧大トルク —kg-m/—rpm 
車両重ft 117kg 

SENDA ENDURO DRD TERRA12 5 Adventure 

エンデューロモデルのフラッグシップ。水ち 

49.9CC、2サイクルエンジンを搭載し、6段 

ミッションを組み合わせる。^40のフロン 

トフオークと分260のシングルデスクブレー 

キを装備する本格が。 

Specifications 
エンジン形式 ^水冷2スト単負巧 
排気* ' 49.9CC 
お吉出力- ! 8.5ps/9000rpm 
巧大トルク 1 —kg-m/—rpm 
车巧重量 1 96g 
ミッションおま '娘 

トレイルモデルとなるテラ125をべースに、Specifications __ 

細部をアップデイトしたアドベンチャ—。ダンぁま1 水2送:卜DOHC単気《 

ウンタイプのフロントフエンダーやそれじ合isa出力 ：i5pが南如; 

わせたフロントタイヤの21インチイヒなど、走*4^ 
を两まg 

行性能を高めている。 シヨンおま6段 

9250rpm 
ka-m/—rpm _ 
:1kg 

R7E 
R7E 

Price 

1;;掛ム姐!1128万3500円 
Color Variation 

czi琼 

Old School Mini Chopper 125 
才ールドスクールミニチヨッパー12己 

Price 

LMIMぉ!1た, 31方5000円〜 
Color Variation 

■■ブラックXオレンジフレイムス 
麵■レツドXオレンジフレイムス 
■■つ朽肖しブラック 
Hiブラック 

重量わずか29.8kgという軽量と、巧りたた 

み可能という構造を持つモデル。クルマや 

船にも積み込みが可能なコンパクトサイズ 

で、イタリアではレジャーバイクの定番とし 

て扱われている。 

Specifications 
エンジンおま1 马為2ス_と単m巧. 
がち量 49.9CC 
巧萬出力 1.16ps/4000rpm 
最大トルク 0.26ka-m/3000rpm 
車両重* 29.8kg 
ミッション形が お段 

アメリカでリリースされるミニチョッパーを、 

イージーライダースがアレンジ。リジットフ 
レームにスプリンガーフォーク、ジョッキー 

シフト（フットもあり）といった本格アイテ 

ムがお入されている。 

Specifications 

とiを:を萃_…旱ミ4スtOHC単ちな 

ホ大トルク 
邸-金, 
ミッション形式 

—kg-m/—rpm 
84kg 
4段 133 



Old School Mini Chopper]10~~ Old School Mini ChopperSO 
ネールドスクールミニチョッパー50 

Price 

1爾。1’。!!'!;；! 30万4000円〜 
Color Variation 

^フラックXオレンジフレイムス 
mmレッドXオレンジフレイムス 
H >やおしフラック 
画フラック 

Price 

IMI】ぶ!り!, 29万4000円〜 
Color Variation 

MブラックXオレンジフレイムス 
—I卜Xすレンジフレイムス 
■■パか；角しフラック 
H 一 --' 

125CCモデル同様に才ールドスクールチョッ 

パーをスケールダウンした絶妙フォルムが魅 

力。110CCモデルのみにはキックに加えセル 

スタータも装備。デイリーユースで使える性 

能となっている。 

Specifications 
エンジン巧さま 空冷4ストOHC単気巧 
排気量 108CC 
最离出力 一Pが一rpm 
巧大トルク ーkg-m/—rpm 
車両重ffl 84 kg 
ミッションおホ4段 

サイズや装備は上位機種となる125CC、110CC 

モデル同様ながら、原付を許で乗ることが 

できる48CCエンジンを搭載。ハンドルはエ 

イプハンガーやロボ’ソトハンドルから選択が 

巧能と本悠的なモデル。 

Specifications 
エンジンおま 空冷4スト0HC単気巧 
おち量 48CC 
巧富巧力 一ps/~Tpm 
巧大トルク ーkg-m/—rpm 
ま両重fi 84kg 
ミッション形が4段 

Mini Cafel20 
ミニカフェ1吕〇 

Mini Cafe90 
Sニカフェ90 

Price 

隱MS。:じ,19が500円 

Color Variation 

圓ブラック 
[=1ホワイト 
〔コシルバー 

すベてのパー ツをイージー ライ ダー スでブロ 

デュースした、オリジナルコンプリートモデ 

ル。全長1420mmX全幅560mmX全高730mm 

のサイズは、コンパクトながらも本格的なス 

ケール感を演出している。 

Specifications 
エンジンが式 空冷4ストOHC単ま巧 
拼ち量 120CC 
巧嵩出力 一ps/一ipm 
巧大トルク ーkg-nv—rpm 
車両重量 65kg 
ミッションお式4段 

遊びん、溢れるスタイリングに実用的な空を4 

スト86CCエンジンを搭載するイージーライ 

ダースオリジナル。独特のシングルシートカ 

ウルなど、本格的なカフXレーサーに仕上 

げられている。 

Specifications 
エンジンおま 空冷4ストOHCお気巧 
排気虽 90CC 
巧寄出力 一口が一rpm 
巧大トルク …崎-m/—rpm 
車巧集« 65kg 
ミッションおま4巧 
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Mini Cafes0 D3E50/125 
ミニカフェ已〇 D3E巳0/1吕已 

上位機種と同様の設計ながら49CCエンジン 

を搭載することで、原付を許でも乗ること 

ができるモデル。フロント-リアともに3.50X 

8インチのタイヤを装着。始動方法はキック 

のみのシンプル設計。 

SpeciTications 
エンジンおま 空冷4ストOHC単気巧 
排気貴 
巧高出力 
を大トルク 
車両重» 
ミッションおま4段 

49CC 
—ps/—1 

コンパクトボディに調整式倒立フロントサ 

スなど本格的な装備を搭載。排気量は50CC 

と125CCのほ力、、競技車としてデイトナ製ハ 

イパフォーマンスエンジンを搭載する150CC 

モデル(34万8000円）もラインアップ。 

Specifications 
エンジンお式 をを4ストSOHC単を巧 
排気JI 49.8CC (124.8CC； 
巧高出力 一ps/--rpm 
巧大トルク ーkg-nv‘一rpm 
車両重a — kg 
ミッション形式一段 

eG02 marks KONDY TRIAL! 00 
イーゴー2マーク3 

一回の充電（4時間）でFARモードなら 

44km、FASTモードでも33kmの走巧が可能 

な電動スクーター。日本人の化格に合わせ 

た設計が施された日本市場向けモデルとし 

て新たにデビュー。 

Specifications 
エンジンお式 24V- DCモーター 
排気量 
巧寓出 
巧大トルク 
車両重量 
ミッシヨンおま 

閒Ow (定格）1750W (ビーク） 

-kg 

コンデイートライアル100 

スペインのトライアル専門メーカーと共同開 

発したフレームに、エンジンはホンダ製4ス 

卜99CCを搭載。トライアルに携わるエトス 

デザインの夢を形にした軽量かつ扱いやす 

いオリジナルモデル。 

Specifications 
エンジン巧きが を冷4ストOHC単ち巧 
排気量 99CC 
巧奋出力 一PS/—rpm 
巧大トルク ーkg-m/—rpm 
車两まfl 69kg 
ミッきンお式5段 



ENDURO EC250 ENDURO EC125 

エンデューロレースでも絶大な人気を誇る2 

ストモデル。大幅なトルクアップが生み出す 

圧倒的なトラクションせ能と、CDIダブルマ 

ッビングシステムを搭載。’09年モデルの詳 

細は未発表。 

Specifications 
エンジンお巧 水ち2スト単気筒 
排気曼 249.3CC 
摄畜出力 一PS/— rpm 
巧大トルク ーkg-m/—rpm 
車両重ft -kg (半を读重ft) 
ミッションお式6段 

125CCクラスの特性を活かし、世界選手権の 

ノウハウをそのままフイードバックして軽す夹 

さと俊敏さをもつ軽量マシン。信頼とハイ 

パワーに定評がある2ストエンジンを搭載し、 

あらゆるシーンで楽しめるスペック。 

Specifications 
エンジンおホ 水ぶ2スト単気巧 
能ち置 124CC 
II高出力 一PS/—中m 
最大トルク ーkg-m/—rpm 
車両重fi — kg (半を巧重《) 
ミッション巧$ま6段 

ガスガスから’09年モデルとしてラインアッ 

ブされるトレイルマシン。シート富は945mm 

(本国仕様）と、小型ながらもビッグサイブ。 

がして車重は99kgと軽量化を実現し、トレ 

-ルマシンとしての実用性は高い。 

Specifications 
エンジンおが 水冷2スト単ち巧 
排気量 124CC 
爲寓出力 —PS/—rpm 
最大トルク —kg-m 卜-rpm 
車両重量 kg (半お巧重虽） 
ミッションお式 6段 

HALLEY125SM 
Aレー1巧SM 

トレイルモデルをベースに前後17インチホ 

イールとき用のフロントフェンダーなどを装 

備するスーパーモタードマシン。こちらもシ 

—卜高は945mm (本国仕様）とかなり富めな 

セッティングとなっている。 

Specifications 
エンジンおが 水を2ストを気銜 
摊気置 124CC 
を离出力 一PS/一rpm 
巧大トルク ーkg-m/ —rpm 
車両重It -kg I:半を巧重*:I 
ミッションおま6段 

TRIAL TXT PRO300 TXT PRO280 
G ASG AS/ガスガス 

トライアルTXT PR0300 トライアルTXT PR0280 

トップライダーのテストを経て、完成された 

300はモデル最高峰のマシン。CDIダブルマ 

ッピングシステムを搭載。各部を細部にわ 

たり適正化することであらゆるコンディシヨ 

ンにおいて最適なライディングが可能。 

Specifications 
エンジン形式 水冷2ストお気巧 
排気* 294.1CC 
巧畜出力 -PS/—rpm 
巧大トルク 一 kg-m/— rpm 
車両重量 -kg (半を沒重麗） 
ミッションおま 6段 

世界選手権トライアルで多くの選手が使用 

しているマシン。300同様にGDIダブルマツ 

ピングシステムを搭載した特性は、トライア 

ルに必須のねばり強さを実現。もちろんサ 

スペンシヨンでの軽量化も果たしている。 

Specifications 
エンジンおが 水冷2スト単気苗 
持情 272.2CC 
巧窩出力 一PS/—rpm 
巧大トルク ーkg-nV—rpm 
幸巧重jl 半を巧重量：一kg 
ミッション形式6段 

TXT PRO250 TRIAL TXT PR0125R 
トライアルTXT PRO巧0 

軽量感と乗りやすさを兼ね揃えていること 

で、ツーリングトライアルなど数を < のファ 

ンに親しまれるモデル。上位機種同様にサ 

スペンションによる軽量化をまたし、より扱 

いやすいスペックを手に入れている。 

Specifications 
エンジンおま 水冷2ストお気衍 
耕ちS 247.7CC 
を岳出力 —PS/—ipm 
话大トルク —kq*m/—rpm 
車兩重量 -kg (半あ误重a) 
ミッションおま 6段 

ユースクラスを夕ーゲットにしたレーシング 

モデル。マグネシウム使用量を増やした軽 

量化や、ユースクラスに合わせたエンジンチ 

ューンなど、レーシングモデルならではのセ 

ッテイングが‘施されている。 

Specifications 
エンジンお式 水を2スト単ち巧 
排気量 124.8CC 
巧ま出力 一PS/—rpm 
最大トルク ーkg-m/—rpm 
ま面重量 一kg f半を巧ま量） 
ミッションおま6段 135 
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TRIAL TXT PR0125 
トライアルTXT PR日125 

女性やエントリーユーザーにも扱いやすいよ 

う、バランスを考慮した軽量&軽快な2スト 
トライアルマシン。とはいえハードユ-ザ- 

にもが応する高いポテンシャルは、 トライア 

ルの楽しさを教えてくれる1台といえる。 

Specifications 
エンジン形式 水ち2スト単ち商 

I 124.8CC 
[—PS/-rpm 
卜咕-m/—rpm 

が気量 
巧唐出力 
巧大トルク I —咕 
车両る* -kg (半を巧ま*) 
ミッシヨン形が^ 6段 

TRIAL ROOKIE70 
トライアルJl/-牛一70 

入門クラスとしてラインアップされるルーキ 

—モデル。フルサイズのフレームに排気量を 

70CCにスケールダウンして搭載。このほか 

にホイール徑を小さくしたカデット70 (54 

万1800円）もラインアップ。 

Specifications 
エンジンおま 水冷2スト単ち巧 
排気S 
巧离お力 
巧大トルク 
車両歪g 
ミッションお式 

TRIAL ROOKIE50 GP80饼 e 
创LERA/ジレ 

フルサイズのフレームじ50CCエンジンを搭載 

する入門モデル。このほかにもホイール径を 

小さくしたカデット50 (51万7650円）と遠 

也クラッチを搭載したボーイ50 (40万8450 

円）などラインアップも充実している。 

Specitications 
エンジン形式 水ち2スト単気巧 
排気, 124.8CC 
巧窩出力 —PS/—rpm 
巧大トルク —ka-m/—rpm 
車両重* " 一kg (半を巧重fi) 
ミツシヨンお式 6段 

839CCのピアジオエンジンを搭載したスーパ 

—バイク。75psを発揮するインジェクショ 

ンエンジンは、オートマチックミッションを 

組み合わせ、快適性とスーパースポーツ並 

みの高性能を両立。 

Specifications _ _ 
エンジンお式 ホを4ストS0HCV型2雪 
排気量 839.3CC  
ぉ畜出力 75 ps/7250tpm 
巧大トルク 7.79kg-m 巧750rpm 
車巧重* .245kg 
ミッション形ま お段 

FUOCO500ie NEXUS500SUPERSPORT 
フオ Z1500ie 

水を493CCエンジンを搭載し兰輪SUVスク 
—夕一。フロントは強化フロントダンパーを 

備えたパラレログラム構成の2ホイールを 

持ち、前後ホイールの重量配分が50/50配々 

に近い設計。 

Specitications 
エンジン巧さま 
排気量 

水冷4ストS0HC4バルブを気商 
493CC 

巧离出力 J 40Ds/7250rpm 
14.74ka-my5250rpm 巧大いレク 

ま兩ま量 253kg 
ミツシヨン形巧 f無段 

40psを超える出力を持つ、ピアジオ製水を 

460CCエンジンを搭載するスーパースポーツ 

スクーター。重量配分が前48%、後52°/。で、 

実に50/50重量配々じ近い設計のボデイがが 

気量に負けないスポーツ性をアピール。 

Specifications 
エンジンおま 水を4ストS0HC4バルブかま街 
巧ち■ 460CC 

40." Pが7500rpm *富出力 
«大トルク 
を両重* 

— 4.3ko-my5500rpm 

ミッションがま無段 

NEXUS500SP NEXUSBOOie 

4スト4バルブ、水冷500CCインジェクション 

エンジンを搭載するネクサス500のフェイス 

リフトモデル。人気のイタリアンデザインを 

採用する、進化したスーパースポーツスクー 

夕一としている高い人気を博している。 

Specifications 
エンジン形が 
排気《 

水を4ストSOHC4バルブがを巧 
460CC — 

巧岳お力 40.1 lps/7500rpm 
巧大トルク 4.3kg-m/5500rpm 
ホ面を5 195kg 
ミッションおま 無段 __ 

4スト4バルブ水冷278CCクオーサインジェ 

クシヨンエンジンを搭載したスポーツスクー 

夕一。 250CCモデルよりトルクが強化される 

ため加速性がアップし、街中でのストップ& 

ゴーにもストレスフリーとなる。 

Specifications 
エンジン形式 
おち量 

水冷4ストSOHC4バルブちmを 
278CC 

ft舌出力 22.4ps/7250rpm 
度犬トルク 2.34kg-m/6000rpm 
幸巧重ち 188kg 
ミッシヨンおま お陸-- 



NEXUA250ie RUNNER ST200 

搭載するクオーサインジェクションエンジ 

ンの最高出力は22psでエミッションはEuro3 

をクリア。先進のイタリアンデザインを採用 

した、ストリートで人気のモデル。カラーは 

ブラックとグレーの2パターン。 

Specifications 
エンジンおま 水冷4ストS0HC4バルブが気巧 
挑気 
巧窝お力 _ 
お大トルク 
享両重盤 

244CC 
22.5ps/8050rpm 
2.06kg-m/6500rpm 
174g ■ 

ミッ苗ヨンおまお段 

ニューデザインが与えられたランナー\/XR200 

のフェイスリフトモデル。フロントホイール 

を14インチじ、フロントディスクプレーキの 

径をホ240に変更してより走行のをを度を 

追求している。 

Specifications 
エンジンおま 水冷4ストS0HC4バルブ単気巧 
排気fi 
巧高出力 19ps/8750rpm 
る大トルク 1.73kg-m/7250rpm 
車両童& 129kg 
ミッション形ま ■無段 

4ストエンジン特有の強力なトルクにより、 

中速域、高速域、とも快適な加速フィーリ 

ング。丸型の大きいレブカウンターに加えデ 

ジタル計器はスピードメーター、燃料計、水 

温計、時計、を装備。 

Specifications 
エンジン形巧 
如気.* 
お寓出力 

水冷4ストS0HC4バルブ単気宿 
124CC ^ 
14.5ps/9750tpm 

最大トルク 1.19kg-m/8000rpm 
車両重量 129kg 
ミッション形ま無段 

ランナーシリーズに共通する就練されたボ 

ディスタイルに、ューロ2の排ガス規制をク 

リアした水冷2スト"ハイパー2プロ"エンジン 

を搭載。レーシングユースき用のチューニン 

グパーツも豊富に揃っている。 

Specifications 
エンジンおま 水冷2スト単気巧 
巧気* ‘ 49.4CC 
巧高出力 5.16ps/7500rpm 
巧大トルク 0.5kg-m/7250rpm 
車両重a 87kg 
ミ？>弓ンお式無段 

644 OSCA ENDURO FE570 

エンスージャストと呼ばれるベテランライダ 

-をさ且っているため、オリジナルで開発され 
る車体はライダーに合わせてホイールべース 

を変更できるなど、各部に機能性に富んだ 

設計が施されている。 

Specifications 
エンジン形ま を冷4ストSOHC単気巧 
排気S 644CC 
巧高出力 —ps/—rpm 
巧大トルク —kg-m/—rpm 
巧両重量 139kg 
ミッション形ま 5段 

70’前傾となるニユーエンジンを搭載するブ 

ランニユーモデル。シリンダーを前傾させる 

ことで重'レ位置が下がるうえ、リアサスぺ 

ンシヨンマウント位置にがする自由度が大 

きく、サスペンション性能を高めている。 

Specifications 
エンジンおホ 水を4ストS0HC4バルブが巧巧 
排 S4 —CC 

ENDURO FE450 SM610IE 
SM610IE 

Price Price 

四usa33145万9500円 

Color Variation 

圓スレー 

570同様に•： 

エンジンはもちろんディテールもしっかりと 

ァップデイトが図られ、基本性能が大幅に 

向上している。ロゴまわりも一新し、スタイ 

リングもリフレッシュを図っている。 

岳裔出力 ~ps/—rpm 
巧大トルク —kq-m/—rpm 
を両ま量 -kg 
ミッシヨンお式 .m 

スーパーモタードシリーブのフラッグシップ 

SM610に、ミクニ製フユーエルインジェク 

シヨンを搭載。フロントはマルゾッキ製倒立 

フオーク、リアサスペンションにはザックス 

製モノショックを採用する。 

Specifications 
エンジン形ま 水冷4スト単気巧 
燕な 576.28CC 
*巧出力 、—Pが一rpm 
»大トルク —ka-m/—rpm 
ま雨重* 装お重量：142.5kg 
ミッションおま了 6段 137 



SM450R('09) SM450RR 

昨年モデルよりもさらじ鞋量にというコン 

セプトのもと、フレームを一新。実に1kg 

もの軽量化に成巧している。エンジンはエ 

キゾーストなどをバルブ類を見直し、信頼 

性と耐义性を向上。 

Specifications 
エンジン形ま 水冷4スト単気简 
巧ち量 449CC 
巧畜出力 一ps/—rpm 
巧大 卜 Jレ*7 —kg-rrV—rpm 
車両重ft 118kg (装がま量） 
ミッションおが6段 

|〇8年モデルとして限をでラインアップされ 

ているコンペティションモデル。公道を斤可 

能なスタンダードモデルと比較して、袋倫 

重量でさらに1kgもの鞋量化を図り、ポテン 

シャルアップを図っている。 

SM250R 

Specifications 
エンジン形ま 水を4スト単気巧 
排気丑 449CC 
巧离出力 一ps/—rpm 
お大トルク ーkg-m/—rpm 
車両重117.3kg {装お叢量） 
ミッションお式6段 

サーキットで培ったノウハウをフイードバッ 

クしポテンシャルアップを図るため、各部の 

リファインを行っている。燃料供給システ 

ムにはインジェクションを搭載しスムーズな 

始動性を確保。 

Specifications 
エンジンおま 水冷4スト學気巧 
排気量 449CC 
巧ま出力 一ps/—rpm 
巧大トルク -kg-nv rpm 
車両重ft 118kg (装巧重量） 
ミッシJンおホ6段 

メインフレーム、リアサスペンション、リアSpecifications 

サブフレ-ムのを更に加え、麵供給機を完^ン*が'*** 

はミクニ製インジェクションシステムを採度高出力 -ps/'-rpm 

用。ラジェターの幅を4Ommスリム化し扱ぃ溫ルク.节m'—rpm 

やすくなつている。 ミッションおま. 6段9 
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SM125 TE450('09) 
SM125 

ブラックのカラーリングが施されたスタイリSpecifications 
^ +、—f 11.» 、み巧^ m十る ルy•、っマエンジンおホ 水ぶ4スト単■気巧 

ッンュな了サイノを採用する、をかな2ス排気a 124.82CC 

トエンジンモデル。コンペティションユース々离化力 一ps/—中m 

はもちろん、ディリーュースにもが応するバ*至ここク ー切-W—中m 
ランスのをさを実現。 K策ぉ式;rg 

72万4500円 

ツインカム4ストモデルをさらに軽快に、そ 

してハンドリングの向上を目的に、フレーム 

の剛性アップを図っている。結果として昨 

年モデルより1kgの軽量化を実現し、コン 

卜口ーラブルな車体を完成。 

Specifications 
エンジンおま 水を4スト單気巧 
排気《 ^ 449CC 
巧恵出力 一ps/—rpm 
巧大トルク —kg-m/—rpm 
車両重《 104.5咕（装*重量） 
ミッションお式6段 

軽星-高剛性な車体に加え、リカバリーに 

絶大な効果を発揮するセルを装備。加えて 

キックやエンジンガードを装備し、富い走破 

性を実現。オフィシャルチームカラーとなる 

レッドXブラックを採用。 

Specifications 
エンジンおま 水冷4スト単ち巧 
耕気量 44日な 
巧萬出力 —DS/—rpm 
巧大トルク —kg-m/—rpm 
ま巧重ft 113.3kg (装巧を量） 
ミッションがま . 6段 

エンジンのパワーロスを極限まで減らすため 

のフレーム補強。これに合わせてフレーム自 

体の重量も、前年モデルと比較して1kgも 

鞋量化が図られるなど、細部にわたるアツ 

プデイトが施される。 

Specifications 
エンジンおホ 水冷4スト苗琴_陆 
排気量 297.5CC 
巧岳出力 —ps/—rpm 
巧大トルク —kg/一rpm 
を巧重S —時 
ミッションおホ 6段 



FIMのレギユレーシヨン音量規制をクリアし 

た新しい排気システムを開発。さらに新設 

計のタイミングチェーンテンシヨナーおよ 

び、シリンダーベースガスケットを採用する 

ことで信頼性をアップ。 

Specifications 
エンジンおホ 水冷4スト単気巧 
排気！： 249.5CC 
度斋出力 一Pか一rpm 
巧大トルク ーkg-m/—rpm 
幸兩重fi 107kg 
ミッションお式6段 

幅広いユ〜ザーの満足を実現するため、軽 

量-高剛性をコンセプトじしと車イ本を採用。 

フルアジヤスタブルとなるサスペンションに 

は、フロントに^50のマルゾッキ製を、リ 
アにザックス製を搭載する。 

Specifications 
エンジンおが 水冷4スト班巧巧 
排気, 249.5CC 
度寓出力 —ps/—rpm 
巧大 トルク ー kg-m/—rpm 
車巧重:# 108kg 
ミッション形ま色段 

TC250 GT250R TTC 

ジンにまですべてがアップデイトされたコン 

ペティシヨンモデル。カラーリングもハスク 

バーナオフィシャルカラーとをるレッドXホ 

ワイトの組み合わせ。 

エンジン巧さが 水冷4ストお気お 
排気 ft 249.5CC 
を寄出力 一Pが一rpm 
最大トルク ーkg-nV—rpm 
車巧重ft 108kg 
ミッションお式6巧 

GT2已曰R TTC 

Price 

SS万4400円 

お自開発の高性能エンジンに加えフルサイ 

ズ、フルカウルボディを採用することで、ア 

ッパークラスにも劣らない高性能を発揮。 

でではツートンカラーを採用し、よスポー 

ティに車体を演出する。 

Specifications 
エンジン巧さま を巧冷4ストD0HC8バルブV型2気巧 
排気* 249CC 
愚寓出力 28.2PS/10000pm 
最大トルク 2.2kg-m-7500rpm 
ま両重# 171kg 
ミッションお式5段 

CT250R 
こT250R 

CT250 
GT2已〇 

Price Price 

インジェクション搭載エンジンを採用する 

ピュアスポーツクオーターマシン。倒立タイ 

プのフロントフオークやWディスク、3ポジ 

ションステップなど上位機種にも劣らない 

ま華な装備となっている。 

Specifications 
エンジンお式 ま巧を4ストD0HC8バルブV型2员简 
排気量 249CC 
班高出力 28.2PS/10000pm 
巧大トルク 2.2kg-m/7500rpm 
車両室量 lyjkg 
ミッションが式5段 

シリーズのスタンダードモデルながら、街乗 

の実用性や乗りむ地さらにはワインディ 

ングでのレスポンスを考慮した倒立式フォ 

—クなど、充実した装備を誇る。’09年モデ 

ルはインジェクションを搭載。 

Specifications 
エンジンおま を油冷4ストD0HC8バルブV型2気巧 
排気量 
巧离お力 
最大トルク 
車两重《 
ミ.;/シヨンお式 

153kg 
5段 

GV250 

Price 

I:園ぶ!!。 47万400円 

ィンジ王クシミンを搭載するエンジンと' 牽 左ジンぁををぁ冷4ス优CMCai、ルか珪なぁ 

がをがえナもロンヴなスタイリンヴ。か巧る《 249亡C 

裕^子：Vルニ化ホるコンフォ-タブル*畜出力 卿が脚m 適な乗り'し、i也をお供するコノ ノォブこ化る大トルク 2.05kg-m/8500rpm 

シ_卜ゃ、ディ—プフェンダ—とし、つた装備車両ま8 

がクラシカルイメ_ジを作る。 

車両ま8 化7化 
ミッションおま5段 

CV125C 

Price 

げこにGV250と同様のサイズとデザインを 
巧するA25CCバージョン。堅竜なオプショ巧知I 

/パ-.ソを組み合わせることで、'!、型車,；製;:ク 
fらも個性おれるスタイリンヴを手し入れ 
L ，レか'ブをる~ S.Vションおま娘 

巧法冷Aスト00HC目バルフV及i2巧» 
、艺んマが 
14.5ps/l0300rpm 
1.02kg-m。0000rpm 
157kg 
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RX125SM 
RX125SM 

RX125D 
RX125D 

Price 

水冷4スト単気筒エンジンを搭載する、スー 

パーモタードモデル。ューロ3エミッション 

をクリアする環境性能と、ハイレスポンスな 

パフオーマンスによってモータースポーツの 

エントリーモデルとしても活躍する。 

Specifications 
エンジンおま 
排気Jt 
巧离出力 

車両重量 
ミッシ3ン形ホ 

油;令4ストD0HC4バルブ単気巧 
124.5CC 
14.3ps/8500rpm 
1.13kg-m/’8000rpm 
120kg 

倒立フォークを採巧することで、ハイレベル 

な走りにもが応できるエンデューロマシン 

RX125D。フロントに21インチ、リアに18イ 

ンチのホイールを選识することで、ダートで 

の性能を追ボしている。 

Specifications 
エンジンおま； 
肖商-• 
»离出力_ ■ 
巧大トルク 
牵巧まft 

ミ由冷4ストDOHC4バルフ—巧巧巧 
124.5CC — 一 
14.3ps/8500rpm 
1■巧均-m/如OOrpm 
120kg 

ミッション形式5段 

RT125D 
RT125D 

HYOSU ヒョ-ス; 
MS3-250/D 
MS3-250/D 

パワフルなDOHCエンジンを搭載すること 

で、デイリーユースからファンライドまで幅 

にく活用できるデュアルパーパス。様々な 

シチュェーシヨンで使えるスペックを手に入 

れるオールラウンダーだ。 

Specifications 
エンジンおま 油冷4ストDOHC4バルブをち巧 
排寮Jt 124.5CC 
巧富由力 13.7ps/10000rpm 
最大トルク 1.11kg-m/8000rpm 
車両重《 125kg 
ミッションお式 5段 

搭載するパワーユニットは水冷4ストDOHC 

単気筒エンジン。フューエルインジェクショ 

ンを採用することで、ユーロ3エミッション 

をクリアする高い環境性能を確保。Dは電動 

バックレストなどを装備 

Soecifications 
エンジンお式 
排気量 ^ 
巧萬出力 
及大トルク S 
ま両重盤 

水冷4ストDOHC4バルブ単巧巧 
249唯 
24.3p か8500rpm 
2.27ka-m/7000rpm 
165kg 

ミョンおま等段 

GRAND D1NK250Z 
グラント’デインク250Z 

GRAND DINK20Oi 
グランドデインク如Oi 

ステップスルー式のボディ形がによって乗降 

性が高められている。電動で格納できるサ 

ィドミラーには、防眩処理を施すほか、シ 

〜トオープンまでを可能とするECSイグニ 

ッシヨンの採用などげ適装備も満載。 

Specifications 
エンジンおが 水冷4スト単ち巧 
排気量 249.1c 
をを啤力 19.72ps/7500rpm 
巧大トルク__ 2.1化かが5500中m 
ま巧ま* 150kg 
ミッション形ぶ無段 

シティコミユーターとして人気を集めている 

デインク125をべースじ、174.5CCじ排気量 

をアップさせたデインク200。スープアップ 

と同時じキャブレターからインジェクシヨン 

へと化様を変更している。 

Specifications 
エンジンおま 水‘冷4スト単気巧 
排気tt 149.5c 
巧离出力 15.23ps/.8000rpm 
巧大トルク 1.5kg‘m/6500rpm 

ミツシヨン形が 無段 

D1NK125 
デインク125 

GRAND DINK125Z 
グランドデインク1吕己2 

Price 

四な屈なT131万3950円 
Color Variation 

一‘- ^ 
mbブラック 

三ごごパでスクンダ-ドモデルとして位置Specifications 
つけbれるァ-インク。バワーユニツトけヴろエンジンおま 

‘苗？^ご！rと雕ながら、足まゎり織力 し13っ/チホイールを採用し程快さをアト。a大トルク 
—ルしたパッケ—ジング。 ま巧至> ,38kg 

さ-ッーを互ンをま無段- 

水冷4スト単気巧 124.6c いレクを廣くするセッティングとなる149 See Specifications 
丄/ジンは、中低速を多用する街乗りで快エンジン形式.水冷4スト単気巧 

適性もな難。250モデル同様のサイブとなる避置ム 12立な-1 

為綿胸れたステバス-鑑，—帶娜— 
ミJッとョ—ンがま-無段 

Color Variation 

陆.吐ム巧!.il;'l30万3450円 



’09年春のブランニューモデルとしてライン 

アップに加わるレーシング125。その名の通 

り小型クラスのスポーツスクーターとして、 
抜群のパフォーマンスを手に乂れている。個 

性的なフロントフェイスも注目だ。 

Specifications 
エンジン巧多ま 水冷4スト単m巧 — 
排気fi " '124.6CC 
巧唐出力 —ps/—rpm 
巧大トルク —kg-m/—rpm 
車両重Jt -kg 
ミッシヨン巧$ま お段 

搭載する空冷4スト単気筒の124.6CCエンジ 

ンは、ACC (アルミコーティングシリンダ 

一）を採用する新世代ユニット。前後ディ 

スクブレーキを採用するなど、ホットモデル 

らしい充実装備も魅力のひとつといえる。 

Specifications 
エンジンおま をを4スト単気巧 
が気量 124.6C 
巧富出力 9.79ps/7500rpm 
巧大トルク 0.99kg-m/6500rpm 
車両重109kg 
ミッVョンおホ無段 

KYMCO ムコ 
SUPERS 
スーバー8 

CAPTURE125 

Price Price 

9.06psを発揮する空冷4ストエンジンと、コ 

ンパクトなフオルムと併せて日常的な使い 

勝手は良好。アグレッシブなスタイリングの 

効果もあって、シティユースでの満足感は 
大いに得られる。 

Specifications 
ェ:> を'ンをミ單 空を4スト単気巧 
排気量 124.5CC 
巧惠出力 9.06ps/7500rpm 
巧大トルク 0.96kQ-m/6500rpm 
車両重* 110kg 
ミッション形式 ;無段 

リアボックスやサイドスタンドを標準で装備 

するコストパフォーマンスに優れたシティコ 

ミューター。10psを超える出力はデイリー 

ユー スでも実用度が高い。 日本化様はハロ 

ゲンへッドライトを装備。 

Specifications 
エンジンお琴 寧冷辛スト単気 
排気* 124.6c ' 
を富出力 10.2ps/7500rpm 
巧大トルク 0.97kg-m/.6500rpm 
車両を盤 106kg 
ミッションおま巧段 

AGILITY125 AGILITY50 
アジUテイ日0 

Price Price 

lisaw 化id 16万9890円 

Color Variation 

Vリンクシリーブに採用される空を4ストエSpecifications 

ンジンを搭載した125CCモデル。前後12イン品记ンぉ式.fz壬ご卜単を® 

チホイールを採用した足まわりじ、タンデムぉ离出力 ' 9.06ps/7500rpm 

部分が巧動までバックレストにもなるシー巧大トルク 0-96kg-m/6500rpm 

卜が装備されるなど実臟の高し、設計。就fンぉホ1^か9 

シンプルかつスタイリッシュなデザインは、 

ヨーロッパ巿場に向けた設計。125CCモデル 

と違い、シートは大型のものを装着。シー 

トアンダーにはフルフェイスが収まる余裕の 

スぺースを確保する。 

Specifications 
エンジン形ま 空冷2スト単ち巧 
が気* 
巧富出力 
を大トルク 
車両重《 
ミツシヨン形ま 

49.4CC 
6.7日 ps/7000中 m 
0.73kg-m/6000rpm 

‘ 97kg■— 
無段 

STAR Deluxe125/150 
スターデラックス12日/1已日 

COTA4RT 

Price 

30万6000円（125) 

31万4000円（150) 

Color Variation 

i=iピュアホワイト 

■■アインドグリーン 
Mミラノレッド 
Bライトニングイ:m- 

伝統的なデザインの中にフロントディスク 

ブレーキやセルスターター、分離給油方式 

などを組み合わせる。ニューモデルではへッ 

ドライトをマルチリフレクター化するなど、 

細部で変更がなされる。 

Specifications ()巧150cc 
エンジンおが 空冷2スト単気巧 
辨気* 124^ 1149.56cc) 
巧言出力^ 6.39ps だ.88ps) /6250rpm 
巧大トルク 0.81 kg-m (1.32 kg-m)巧000rpm 
車両重S 110kg (装巧ま置》 
ミッションお式4段 

Price 

I曲なんな3ぶ;199万8000円 

Color Variation 

■つラック 

搭載されるエンジンは信頼のホンダ製4ストSpecifications 

口-ク。インジXクションを採用するためを品ミン，;ま2ホ4?14三卜3〇瞧< ル-ブ単ち巧 
を感はお群。で9年モデルはサスペンションお离出力 ■一psz-rpm 

のセッティングを変更し、軽快感をさらに置过ごク' -^m'-rpm 

ァップさせてし、る。 R?f观>—?- 141 
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F4RR1078 
MV AGUSTA/mvアグスタ 

F4-1000R312 
F4RR 1078 F4-1000R312 

315万円 
Color Variation 

排気量は1078ccに、インテークポ- 

で、低速域から卜 

せた究極のモデルだ。 

Specifications 
エンジンおま 水冷4ストD0HC4気巧 
排気 1078CC 
巧岳出力 —Pが一fpm 
巧乂トルク —kg-m/—rpm 
牽两重量 192kg 
ミッションおが 6段 

ハイスペック4気简モデルでトラスパイプフ 

レームの組み合わせ。このフレームは職人の 

手による個体ごとのハンドメイドにより生産 

される。エンジンは最新テクノロジーをお入 

した998CCを搭載。 

Specifications 
エンジン形ま 水冷4ストDOHC4気巧 
排気量 9如CC 
巧な出力 —ps/—rpm 
巧大トルク —kg*m/—rpm 
車両重ち 192kg (乾巧ま*) 
ミッション形ま 6段 

F4100OR 
MV AGUg了A/mvアグスタ 

F4100OS 
MV AGUミ了ぶ/かツグスタ 

F41000円 

エンジニアの手により改良とステップアップ 

が図られるエンジンは、劇的に進化した最 

新のエンジンマネージメントシステムを採 

用。これにより大幅な出力向上とコントロ 

-ル性を実現。 

Specifications 
エンジンお式 水を4ストD0HC4ち巧 
排気量 998CC 
巧を出力 一ps/一rpm 
巧大トルク ーkg-m/_rpm 
ま兩產« 215kg 
ミッションおが6段 

搭載される998CCエンジンは2001年に産声 

をあげ、耐义レースでの経験とデーターをフ 

ィードバックさせ、現在の高いレベルまで到 

達。美しさと速さを兼ね備えた官能的なモ 

デルとして高い人気を集めている。 

Specifications 
エンジンおが 
がちft 
*宮出力 
巧大トルク 
を巧重量 
ミッションおま 

水冷4ストDOHC4気巧 
9如CC 
—ps/—rpm 
—kg-m/—rpm 

BRUTALE 1078RR BRUTALE 989R 
ブルターレ1078RR 

Price 

四匹四面263万5500円 

F4-RR1078をべースとした新しいエンジンSpecifications 
たけ■が+ ZィりA I'M マ- パ、エンジン化ホ 水冷4ストD0HC4気齿 
を搭載するフルターレンリースのフフックン扫な■ 1078な 

ップ。エンジン*フレームとも更に成熟さ《畜出力 一ps/-rpm 

れ、高出力を十分受け止めるサスペンショ童差iこク ：:當m'-のm 

ン、ギアレシオ等ををましている。 

サスペンションの見直し、プレンボ製4ポッ 

ドラジアルマウントキャリ/ く一のi采用などで 

更なる進化を遂ている。またデカールやメー 

夕ー パネルグラフィックなどをを更 し、 スタ 

イリングのイメージを一新。 

Specifications 
エンジン巧さが 水を4ストDOHC4気巧 
排気S 
巧窝出力 
话大トルク 
車西重量 
ミッション形ま 

982CC 
—ps/—rpm 
—kg-m/—rpm 
185kg 
目段 

BRUTALE 91OR BRUTALE 91OS 

プルターレsのデザインコンセプトを踏襲し 

つつ、デイテールでのアップグレード。ブレ 

ンボ製ラジアルプレーキキャリパー、アマル 

ゾッキ製倒立フォーク、プレンボ製アルミ鍛 

造ホイールなど裝備も豪華。 

Specifications 
エンジン形が 
が気* 
巧哀出力 
巧大トルク 
車両重量 
ミツシヨンがホ 

水冷4ストDOHC4ち衍 
909.1CC 

200kg 
6段 

エンジンパーツの徹底した軽量化とハイコ 

ンプレッション化によりポテンシャルアップ 

を実現。フロントフォークはマルゾッキ製. 

倒立^650、リアショックアブソーバーはザ 

ックス製を装着。 

Specifications 
エンジン巧さホ 
排気* 
最离出力 
巧乂トルク 
ま巧重$ 
ミッションおま 

水冷4ストDOHC4気巧 
909.1 CC 
—ps/—rpm 



BRUTALE 750S 
STA/mvグジ乂夕 

CZ70 
ブ レ750S 

F4シリーズの車体構成における基本的な特 

徴を生かしたネイキッドモデル。装着するマ 

ルチカットクリアレンズは、フロントエンド 

じダウンフォースを与えるための空力性能 

とデザイン面での美しさを融合する。 

Specifications 
エンジン形ま 
が気a 
适裔お力 
あ大トルク 

水冷4ストD0HC4II商 
749.4CC 

車両重fl 200崎 
ミツシヨンお巧6段 

全長840mmのサイズでも第一種原動機付自 

転車として登録可能なうえ、排気量は35CC 

でリアサスはスイングアーム式。部品総点 

数が約80点の組み立て式バイクとしてデビ 

ューしたコザルシリーズ上級バージョン。 

Specifications 
エンジン形ま お制空冷4スト0HVおち巧 
排気ft 35CC 
巧高出力 1.6昨/7000rpm 
最大トルク 0.18kg-m/4500rpm 
車両重量 19.5kg (を巧を搬） 
ミッシヨンがま- 

全長825mm、jg.Skgの組み立てキットとい 

うことで持ち運びにも便利なコザル。同が 

気量で全長が845mmとなるMや、スイング 

アーム式のリアサスを持つJ、Jスタートキッ 

卜などバリエーシヨンも豊富に揃っている。 

Specifications 
エンジンおが 強制空ぶ4ストOHV単ち巧 
が気量■ 3ICC 
巧葛出力 1.5p5/7000rpm 
巧大トルク 0.17kg-nV4500rpm 
車両重jT 19.8kg (を巧重*) 
ミッションおま 

31AをベースモデルとしCZ70じ搭載されて 

いる35CCエンジンを採用。さらにリアサス 

をスイングアーム化することで、パワーアッ 

プをはかりつつ、よりげ適な乗り/レ地を目 

指したバリエーシヨン。 

Specifications 
エンジンおま 強制空ぶ4スト0HV単ち巧 
排気* 35CC 
巧高お力 1.6ps/7000rpm 
巧大トルク 0.18kg-m/4500rpm 
車両重it 19.5kg (を巧更量） 

リジットサスペンションのシンプルな構造は 

手軽に才ートバイを楽しむにはぴったり。 

Z31Aをべースにホイールべースを845mmじ 

延長することで直進せを向上。エンジンは 

35CCを搭載する。 

Specifications 
エンジンおま 空冷4ストOHVお気巧 
排気：H 35CC 
巧を化力 1.6PSび000rpm 
巧大トルク 0.18kg-m/4500rpm 
車両重S 19.5kg (あ巧重量） 
ミッションおま 

スポーツスクーターとしての性格が色濃く 

表現する設計は、ダブルアルミチューブフレ 

—ムを採用し、燃料タンクやリアショックが 

センターにマウントされ、重/レのマス化を図 

るなど、快適な走りを追ボしている。 

Specifications 
エンジン形式 水冷4ストが気巧 
辨気 a 124.8CC 
巧离出力 12.23ps/8700中m 
ち大トルク ー 
車两重《 130kg (巧读重量） 
ミッションおが活段 

SPEEDFIGHT2 WRC RALLY TKR Furius 

シルバーXレッドのコンビネーシヨンを採用 

するラリーヴィクトリー。これまでもWRC 

記を限をモデルをラインアップしていたス 

ビードファイトには、ウエーブディスクやア 

ルミステップなどを装備。 

Specifications 
エンジンおま を冷2スト単ち巧 
排気i lOOcc 
を离出力 9.1ps 口抓Orpm 
巧大トルク ー 
ま両亟量 朋ka (お巧を量） 
ミッションおボお段 

プジョーのスポーツスクーターらしいフォル 

ムを持つオフロードスタイルスクーター。バ 

-ハンドルやデュアルプロジェクターヘッド 

ライトなど、個性を引き立たせるアイテムを 

随所に装備しているのが特徴だ。 

Specifications 
エンジンおぶ 空ち2スト単気巧 
排気 ft 49.1CC 
巧窝出力 4.75ps巧200rpm 
巧大トルク ーkg-m/—rpm 
車両重《 88kg (を巧ま量） 
ミッションが式お段 143 



LUDIX URBANTRACK rME125 
ルデイツクスアーパントラック 

30万2400円 

々世代のスクーターとして開発された軽量Specifications 

コン•クトなモデル。フロントカウルじはス 

ケルトンブルーを採用するなど、モダンなス 

タイリングをアピール。エンジンはスピード 

ファイトのパワフルな2ストを搭載。 

エンジン巧さボ 空冷2スト単気巧 
排気« r49.1cc 

車両ま！： 76.5kg (おおま量） 
ミッションおが無段 

走行地の高低差や気圧、外気温や走行条件 

によって異なるエンジンのが態を5つのセ 

ンサーで確実に感知し、コンピュータ(ECU) 

が最適な空燃費に調整。これにより高性能- 

低燃費-耐义性-環境保全を実現。 

Specifications 
エンジンおが 空冷4スト単ち巧 

124.9CC 
巧寓出力 10ps/7500rpm 

1.0kg-m/6500rpm 
*118kg (を巧重量） 
:ぉ段 

巧大トルク 
車両重* 
ミッションお式 

高剛性アンダーボーンフレームを採用しコ 

ンパクトながらもスポーティな走りを実現。 

13インチアルミキャストホイールの採用で 

安定感も追求。制動系も大径ウてープディ 

スクにが抗4ポッドキヤリパーを搭載。 

Specifications 
[ンジンお式 を冷4スト単ち巧 
ホ巧量 199.1CC 
R畜出力 
R大トルク 

。邱が7; 
1.5kg-m/i 

_ 140咕（お巧; 
ッション形ボ無段 

i/6750rpm 
(巧巧SS! 

_ 

パワーユニットじはオイルクーラー、ツイン 

エキゾースいくイプを装備。NASAが開発し 

た耐熱せ、耐磨耗性に優れた特殊合金製の 

ピストンを巧^巧した、空冷4ストエンジン 

は高回転域までん、i也よしけ口速性能を発揮。 

reifications 
エンジンおま 1を冷4スト単な巧 
排気量 149.5CC 
巧高出力 11.9ps/7250rpm 
巧大トルク 1.21kg-nV6750rpm 
車両重量 132kg (を巧重*) 
ミッションあま無段 

空を4ストエンジンと排気効率をより高め 

たツインチュープエキゾーストを採用。さら 

にスポーツスクーターとしての性能を十分に 

発揮するフロントの4ポットが向ピストンキ 

ャリバーなど豪華な装備。 

Specifications 
エンジンお式 空冷4スト単気巧 
拱気* 124,9CC 

巧苗马を 10.かが抓OOrpm 
巧大トルク 
車両重S 

0.98kg-m/6750rprr) 
729kg TnMit) 

ミッション形が お段 

ファッシヨン性をアピールしつつ124.9CCエ 

ンジンの搭載と大容量のシートアンダーラ 

ゲッジで実用性をアップ。ティアドロップ型 

のメ ーターパネルやクロームのべゼルなどク 

ラシックなおい。 

Specifications 
エンジンおホ 空冷4ストが気巧 
排気g 124.^ 
巧窩出力 9•目 ps/8000rpm 
巧矢トルク 0.94kg-m/6500rpm 
車両重* 101kg (お巧ま量） 
ミッシヨンおま おS 

モタードタイプスクーターのPMXシリーズ 
じ、アルミ削りだしのハンドルポストをはじ 

め、を部にわたるカスタムを施したバリエー 

シヨンモデル。スポーツスクーターとしての 

運動性能をさらに向上。 

Specifications 
エンジン形式 をを2ストおち衍 
排気里 106.2CC 
巧宮出力 9.3ps/7500rpm 
巧大トルク 0.9kg-m/6500rpm 
ま巧お9 96kg (を巧重量） 
ミッションがま .お段 

イタリアのスクーターラリー「コッパ-イタ 

リア」で培った技術を巿販モデルに惜しみ 

なく巧入し、ストリートでもレスポンスのよ 

い走りを実現したオフロードモデル。その実 

績は本格的な走りにもが応。 

Specifications 
エンソンおボ 空を？？卜巧毎ちL 
が気S 1^.2w 
巧忌出力 9.3ps/7500rpm 
巧大トルク 0.9kg-m/6500中m 
車両重f 咕（を巧ま量，1 
ミッション苗^無段 



MP3 400FL 

400RLのフェイスリフトモデルとしてMP3の 

ラインアップじ追加。パラレロリンク構成の 

2インデペンデントテイルテイングホイール 

は12インチを採用C 3輪ともにディスクプレ 

-キを搭載。 

Specifications 
エンジンおま 水を4ストSOHC4バルブ単気巧 
が気ft 399CC 
II富出力 34ps/7250rpm 
最大トルク 3.87kg-nV5750rpm 
車両重fi 244kg (を误重量） 
5ッ> ョンおま無段 

MP3 250RLのフェイスリフトモデル。新た 

に大型風防の装着やサドルを変更。後席に 

はバックレストが標準装備。MP3 400RL同様 

じ14インチに変更し、口ードホールデング 

を更に増強。 

Specifications 
エンジン形ま 水冷4ストS0HC4バルブ単ち巧 
雖気ち 244.3扣 
を富出力 22.5ps/8250rpm 
を大トルク 2.14kg-m/6750rpm 
車雨重& 204kg (おお重量； 
ミッション形ま お段 

パワーユニットは最新の244CCビアジオクオ 

—サーインジェクションエンジンを搭載、最 

高出力は22.5ps、最高速度は125Km/hを 

マーつ。ューロ3をクリアする環境性能も魅 

力のひとつ。 

Specifications 
エンジンおま 水冷4ストSOHC4バルブお気简 
排気* 244CC 
巧窩出力 22.5ps/8250rpm 
巧大トルク 2.14kg-m/6750rpm 
車両至S 204kg (を姨重量） 
ミッションおま お段 

BEVERLY125 

特徴的な前後16インチのハイホイールスタ 

イルを採用するイタリアンデザイン。個せ的 

な印象をちえるへ‘ソドライトユニットなどフ 

ァッシヨン性の高さと、ピアジオリーダーエ 

ンジンの性能は日常にもイまえる。 

Specifications 
エンジンおま 水冷4ストSOHC単気お 
排気る ’124CC 
お寓出力 15ps/9500rpm 
最大トルク 1.22kg 巧000rpm 
ま巧至S 149kg (を巧重羡） 
ミッション形ま お段 

コンパクトボディに水を2ストローク"ハイパ 

-2プロ"を搭載し、5.17psの高出力を誇る 

スポーツスクーター。プロジェクターヘッド 

ライトを採用するフェイス固りはイタリアン 

テイストを';寅出。 

Specifications 
エンジン形巧 水冷2スト単気巧 
排気量 49.4CC 
巧高出力 12.66ps/7500rpm 
巧大トルク 0.5kg-m/7250rpm 

89kg (をお重巧） 
お段 

車両重量 
ミツシヨンおま 

斬新なカラーリングやアルマイト仕上げの 

アルミリムなど、スーパーモタードとしての 

スタイリングは完璧。倒立フォークは站り 

のある+々なストロークを確イ呆するなど、コ 

ストパフォーマンスに優れたモデル。 

Specifications 
エンジンおが を冷4スト0HV単気巧 
排気量 199.1CC 
巧高出力 
巧大トルク 
を巧蛋fi 
ミッションお式 

15.6ps/8000rpm 
1.47ka-m/7000rpm 
127kg V'を读重童’； 
5段 

BTL150 BTL125 
BTL150 

/、イトルクエンジンを搭載したミドルスクー 

夕一。 前を13インチ大径ホイールや大型リ 

アグラブバーを裝備することで、シティユー 

スはもちろん2人乗りや高速道路でのパワフ 

ルな走りをサポートする。 

Specifications 
エンジン形ま 空冷4スト0HV単気銜 
巧気量 149.6CC 
巧高出力 —ps-m/—rpm 
巧大トルク 115kg (を巧重量） 
ま雨ま« お挺 
ミッション形が 

前後13インチホイールを採用した空を4スト 

スクーター。大柄でシャープな車体に大容 

量メットインBOXを確保し、デザインと実 

用性を兼ね備える。2ポットディスクプレー 

キじよる制動力 も実用性の高さを示す。 

Specifications 
エンジンおま 空冷4ス 

124.6CC 
卜0HV単ち商 

巧离出力 一ps,|—Tpm 
巧大トルク 0.77kg-m/7500中m 
を両重a 115kg (おお重量） 
ミッションおま無段 145 



Typel 
タイフ1 

Price 

I星ムミミM 228万9000円 

Color Variation 

画つウブイスXアイ巧u- 
画つ >ヌリックココアXアイポIJ — 

HD1200CCのスポーツマインドをリジッドのSpecifications 

車がで存分に愉しめるよう' 組み合わされ品;;ンぉホfz誌卜州VV型询巧 
るフロントサスペンションは高精度なテレスを富出力 一Pが一rpm 

コビックを採用。Typel専用フューエルタン 

クとの組合せによりバランスも抜群。 

运大トルク kg-m/ rpm 
車兩重量 205kg (を巧重量） 
ミッションおが5段 

Type2 

Price 

™3223239万4000円 

Color Variation 

cウグイスXアイぶu- 
■O，ーブuックココアXアイボリー 

フロントフォークにクラシカルな74スプリン 

ガーを、フユーエルタンクに小ぶりなアルミ 

製ピーナツタンクを搭載。基本コンポーネ 

ントをTypel同様としながら、ルックスから 

乗りなまでまったく別モデル。 

Specifications 
エンジンお式 を冷4スト0HVV型2気巧 
排気量 1202CC 
巧意出力 一ps/—rpm 
お大トルク ーkg-m/—中m 
車両重を 210kg (を没重JT 
ミッション形ま5段 
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Types EVO 
タイフ5エポ 

TypeSSHOVEL 

Price 

Em22133281方4000円 

Price 

【皿ム端.iiii299で2500円 

Color Variation 

スモークプフラック 
^でマブキXフラック 
warnリ乃しブラック 

Color Varほtion 

OB 7.ちークフj卜Xフラック 
^でマブキXフラック 
■■ Uアルブラック 

口ードホッパーのフラッグシップに相応しい 

信頼性を兼ね備えたエンジンは、高い耐义 

性を確イ呆。低回転域からねばり強いトルク 

とパワーは、しなりと強度が最適化された 

フレームと調和。 

Specifications 
エンジンおま ま冷4スト0HVVを!2気巧 
排気量 1337CC 
发宮出力 ■ pSi' rpm 
最大トルク ーkg-nv—rpm 
車両重$ 230kg (を巧重置） 
ミッション形ホ5段 

パワーユニットに米国S&Sな製ショベルエ 

ンジンをチョイス。エンジン始動はキック- 

セル併用。最新バージョンはキャブレターと 

マフラーの改良により始動性とアイドリン 

グのを定性が向上する。 

Specifications 
エンジンおが をを4スト0HVV型2気巧 
拼気《 1337CC 
巧奇お力 Pが-中m 
巧大トルク ーkg-m;'—rpm 
車雨を# 240kg (をお重麗； 
ミッションおぶ4段 

Types EVO-B 
タイフ百エボ已 

TypesEVO open-primary 
タイプ5ェポオーブンプライマリー 

従来モデルと同スペックながらブラックフィ 

ニッシュされたクランクケース、シリンダ 

一&ヘッドと、高品質なメッキ処理のロッ 

力ーカバーやプライマリーケースでイメージ 

チェンジ。 

Specifications 
エンジン巧さが 空を4スト0HVV型2気巧 
排気立 1337CC 
る裔出力 
毋大トルク 
車両を 
ミッションが式 

—ps/—rpm 
-kg-m/—rpm 

230kg【:をお重量） 
5段 

Price 

299万2500円 

Color Variation 

TypeSEVOをベースにプライマリーをオープ 
ンタイプとすることで、スタイリングや作動 

音といったフィーリングをアップさせたモデ 

ル。よりカスタムテイストをアピールするこ 

とができる。 

Specifications 
エンジンおが 空冷4スト0HV V型2ち巧 
排気 a 1337CC 
巧裔お力 一ps/—rpm 
巧大トルク …咕m/—中m 
車:両重ft 230崎f巧误を量； 
ミッションおが5段 

STANDARD CHOPPER 

ロデオモーターサイクルの定番としてロング 

セラーを誇るモデル。S&S社製ショベルの 

ニューモーターをセットして排気量は1340CC。 

多彩なオプションによってバリエーションも 

様々となっている。 

Specifications 
エンジンおホ 
排気《 
巧恵出力 
巧大トルク 
車两重5 
ミ’ソシヨンおホ 

を冷4ストOHVV型2ち巧 
1340CC 
—ps/—rpm 
一 kg-m/—rpm 

kg (をおを量） 
4巧 

ロングフオークにストレッチフレーム、オ- 

バーナロースプリンガーを組み合わせるチョ 

ッパー。オプションバーツによるカスタムメ 

イドのセットアップにもが応するほか、ペイ 

ントもオーダーによる変更が可能。 

Specifications 
エンジンお式 ま冷4スト0HVV型2気巧 
がち a 1340CC 
最高出力 一Pが一中m 
巧大トルク ーkg-m/—rpm 
車両重を kg mmMM) 
ミッションおが4段 



CLASSIC 

クラシ‘ソクにはストリップモデルとフルドレ 

ス’ 48パンへッド復刻モデルの2種類をライ 

ンアップ。往年のスタイルで快適なライディ 

ングを楽しめる、まさにカスタムメイドのク 

ラシックモーターサイクルといえる。 

Specifications 
エンジンおま 
排気量 
巧窝出力 
巧大トルク 
車両重量 
ミッション形が 

空冷4ストOHV V型2気商 
1337CC 
—ps/—rpm 

ka-m/ rpm 
230kg (を巧重fi) 
5段 

HOT ROD 

シングルダウンチューブフレーム設計となる 

ホットロッドモデル。才ールドスクールへの 

人気が高まっている現を、定番となりつつ 

あるスタイル。S&Sれ製ショベルへッドを搭 

載するがパンへッドモデルもラインアップ。 

Specifications 
エンジンおま 空を4スト0HVV型2ち商 
排気5 1337CC 
最高出力 一ps.|‘~-rpm 
を大トルク 诚‘がrpm 
車両重量 230崎（を巧重量） 
ミッションおま5段 

BULLET350Classic BUI LET350CUSTOM 
ノ‘レ"'卜350クラシック フレット350カスタム 

空冷346CCエンジンを搭載したブレットシリ 

-ズのスタンダードモデル。ミッションはエ 

ンジンと別体がとなっているため、メンテナ 

ンス性も高い。タンクやサイドカバーのゴー 

ル ドリーフは職人による手描き。 

Specifications 
エンジンおま 空冷4スト0HVが気猜 
拚気《 346CC 
嚴富出力 18ps/5625rpm 
最大トルク 2.74kg-m/2875rpm 
を两をft -kg (ぉ巧巧:！） 
ミッションお式4巧 

スタンダードモデルであるクラシックに、メ 

ッキフェンダーとエアクリーナー目OXを装着 

したカスタム。ワンランク上のスタイリング 

を演出するバリエーションモデルとして、時 

代を超えて高い人気を誇っている。 

Specifications 
エンジン形式 ま冷4スト0HV単ち巧 
排気ま 346CC 
巧窩出力 18ps/5625rpm 
巧大トルク 2.74kg-m/2875rpm 
車間重* 一kg ‘:.を巧重a) 
ミッションおホ4殺 

BULLET350CUSTOM II 
附 YALENF1E 比,'ロイ m ン7,-* ド 

SPIDER125-S 

カスタムをべースじ、二ーパッド付きのメッ 

キタンクを採用するカスタムII。カラーバリ 

エーシヨンもブラックに追加してレッド、プ 

ルーの3バターンがラインアップされ、好み 

に合わせられる。 

Specifications 
エンジンお式 ま冷4スト0HV単気巧 
排気里 346CC 
适裔出力 18ps/5625rpm 
巧大トルク 2.74kg-m.'2875rpm 
車両重S —崎（を炼重S) 
ミッション形式4段 

Sタイプは従来のチューブタイプからチュー 

ブレスタイヤに変更するとともに、足つき性 

の向上を目的にタイヤサイズを変更。個性 

派スタイリングながら実巧モデルだけにさら 

に利價性を高める裝備を充実。 

Specifications 
エンジンおま 空冷4ストを気巧- 
排気量 119.7CC 
愚高出力 7.34Pが7500rpm 
巧大トルク 0.816咕m 
車両至量 100kg (を規重 
ミッション形式-段 

SPIDER50-S TRide250F 

游2なのプロジェクターへッドライトを装着 

する個性派フオルムをそのままじ、49.5CCエ 

ンジンを搭載。アップデイトを随所におす 

ことで、50CCクラスの実用性とファッショ 

ン性をまね備えているC 

Specifications 
エンジンおぶ 空を4スト単気巧 
排気It 49.5 CC 
巧离出力 2.71口が7000rpm 
巧大トルク 0.326kg-fn/4300rpm 
車两重93kg (おお望里） 
ミッションお式-段 

トライアルとエンデューロの中間に位置す 

るモデルとして、デビューから高いを持を得 

ているモデル。’09年モデルでは乾燥重量 

95kgの車体にWRのエンジンを搭載している 

ため、走破能力が高められている。 

Specifications 
エンジン巧さが 
がち量 
巧意出力 
进大トルク 
車両里量 
ミッション形式 

水冷4スト単気巧 

—ps/—rpm 
—kg-m/—rpm 

kg (を沒ま*; 
-巧 147 
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SY250FR TR3.2 4T 
TR 3.2 4T 

1〇8年度にフランスと日本でチャンピオンを 

獲得したトライアルモデル。そのチャンピオ 

ンレプリカを'09年モデルとしてリリースが 

ホ定。全長2023X全幅820X全高1155mmで、 

ホイールべースは1330mm。 

Specifications 
エンジンおが.空冷4スト単気巧- 
排気* 49.5 CC 
最富出力 2.71PS/7000中m 
巧大トルク 0.326kg-m/4300rpm 
車両重S 93kg fお巧重量） 
ミッションおま一段 

Price 

カラーリングを一新しつつ新たに4ストモデSpecifications 

ルをラインアップ。排気量は300CCクラスと 

めフットレストのリブは廃止される。 

エンジンおが 水冷4スト単寅巧 
排気S —CC 
ぉ窩出力 —ps/—rpm 
巧夫トルク -k幻-m/—-rpm 
車両重ft '-kg (を炼重*) 
ミツシヨン巧さま ■■速 

ES22133107万5200円 

Color Variation 

TR2.9 
TR2.9 

TR2.5 

Price 

匿抽出：] 94万3950円 

Color Variation 

■■IシェルコフJ卜 

カラーリングをリニューアルした2ストモデSpecifications 
II灯^つーバ、' イつ 。。，一WrVィ■文トエンジンおま 水を2スト単気衍 
ルのフフツクンツフ。ユーロ3しミオ応するよ排気量 - 272CC 

う、エンジンマネージメントを電子化すると巧寓出力 —ps/-rpm 

ともに、サスペンションゃブレ-キにも変更為r :S'S.) 

か加えられている。 ミッション形式5速 

Price 

匯ムな!.!;il 93万6600円 

Color Variation 

圓シェルコス 

上位機種となる2.9同樣に、ディテールをア 

ップデイトした2ストモデル。このほかにも 

受ま贩売となる125CCモデルもラインアップ 

にはを在し、幅広いユーザーに対応できる 

のもシエルコの魅力。 

Specifications 
エンジンおま 水冷2スト単気巧 
排気量 272CC 
巧寓出力 一ps/—rpm 
巧大トルク —kg-m/—rpm 
車兩重ft 69.5kg (を揉を量） 
ミッションおま5速 

SE4.5i-F SE2.5i-F 
SE4.5i-F 

ニューモデルとしてリリースされるエンデュSpecifications 
n、,, ザ。-7 -バ、ィっ T M エンジンおホ 水ち2スト単ち巧 

—ロンリースのフフツクンツプ。フユーエルがち— I.一な 

インジェクションを搭載するユニットは、標足离出力_ 

高や天候といった外の要因に左右されるこ 

となく、を定した性能を発揮する。 

*大トルク 

価格未を 

新たに登場したエンデューロモデルの250CC 

バージョン。フユーエルインジェクションを 

採用しながらセルスタータを搭載。車重は 

乾燥重量で約102kgと軽量。シート高は 

900mmと若モ高めのセッティング。 

Specifications 
エンジンおが 水を2スト単ち巧 
排気* : -CC 
最高出力 -ps/—rpm 
II大トルク ーkg-m/—中m 
車商重ft 102kg (を巧重量） 
^ッシヨンおが一速 

City Corp SMI25 

エントリーモデルとしても人気のスーパーモSpecifications 

夕-ドモデルは、ED125をべ-スじ足まわり^2謀胃》 

のを更を中/レとしたリセッティングが施さ巧离出力 一ps/-rpm 

れる。ホィ__ルはMorad製ァルミリムで前後為;ク端。3；，） 

17インチを採用する。 ミッションおが5段 

Price 

I化け：)：:前，!;', 55万1250円 

Color Variation 

1=3シルパー 

City Corp EDI25 

フレームから足まわりまで、しっかりと作り 

込まれたエントリーモデル。4スト125CCの 

エンジンは定評のあるヤマ/、YBR125Eを搭 

載。低速域から粘りのあるトルクを発揮し、 

ファントウライドが楽しめる。 

Specifications 
エンジンお式 水冷4ストSOHCまI気巧 
が気量 123.7CC 
巧高出力 一ps/—rpm 
巧大トルク ー咕-m/—rpm 
車両重a 107kg (を巧ま*) 
ミッション开$ま5段 



SUZUKI/ス Xキ 

GZ125 EN125 

中国で生產される小型クルーザ—。パニア 

ケースやシーシーバーなどを標準で装備す 

るなど富いコストパフォーマンスと実用せを 

備えている。シンプルなメーターまわりも好 

印象を与える要因。 

Specifications 
エンジンおま 空冷4スト単気巧 
が気！： 124CC 
巧商出力 12.5Pが9000rpm 
班大トルク 1.07kg-m/7500rpm 
車両重量 140kg (を揉塞量） 
ミッションおま5を 

EN125 

Price 

ぷ!m 26万8000円 

中国スズキで生産されるスポーツモデル。空Specifications 
、A 一4 4苗、* •ムC.、っ。-.，-,4.-- エンジンおボ 空冷4スト單ち巧 
冷のンノプルな構造なかbフロノトしは7■イがち— ’124CC 

スクプレーキを採用。タコやフユーエルゲーを高出力 12かが9000rpm 

ジも搭載するメ-夕-パネルは、リ-ズナブJ譜ク:思告^選誤 

ルながら本格的な装備となる。 ミッションぉホ’ 5速 

GN125 WOLF CLASSIC 
SYM/sym 

クラシックなスタイリングに実用的な空を4 

ストェンジンを搭載するモデル。スクェアな 

テールランプやタコ&スピードの2眼メータ 

-など、往年の名車を彷彿とするアイテム 

が随所に散りばめられている。 

Specifications 
エンジンおま 
排気 
掃离出力 
攝大トルク 
車両重« 
ミッション形ま 

を冷4スト単気巧 
124CC 
11-4ps/9500rpm 
一 kg-m/—rpm 
113kg (乾お重量） 
5速 

ウルフクラシック 

尸 rice 

圆山!LU 21万9450円 

才ートバイらしい才ーソドックスなスタイリSpecifications 

ングに、シンプルな装備が与えられたクラシJだンぉまfzJe:卜麵 

ックモデル。'06年のモーターサイクルシヨ《离出力 …巧口 

-で参考出£口されていたものの、限定モデ為;。: 

ルとして販7Cか行われている。 ミッション形式臘 

XS125-K WO . WOW100 
XS125-K ウオクウオク100 

19万8450円 

タンクからテールカウルまで続 <;ホ練されたSpecifications 

ラインを持つXS1巧-んロング’ソ-リングにンぉホ黛唯巧 

もが応する16.の大容量タンクや、セラ巧富出力 10.33ps/8500rpm 

ミックコ-トシリンダ-を採ちするてンジン為；9 - 

など実用性の高さもを評がある。 ミッシ3ンぉホ' 5段 

Price 

1獲：L巧!!’-!;】20万8950円 

女性でも楽しめるファッション性を考慮しSpecifications 

たスタイリングは、マルチリフレクタータイ 

プのへッドライトやLEDテールランプがポイ 
ント。パワフルかつ低燃費の4ストエンジン 

はま用性も高い。 

エンジンおホ 空を4ストおち巧 
排気 a 101.4CC 
を高出力 6.79psy8500rpm 
巧大トルク 0.閒kg-m/6000rpm 
車両をま 95kg (お巧ま量） 
ミッションおが4段 

RV250 RV250EFi 

249.4CCエンジンを搭載するスクーターのフSpecifications 

Price 

I画ぶ。細41万7900円 

ラッグシップモデル。へッドライトにはHID 
とLEDのスモールが採用されるほか、240mm 
の大径ディスクを装備することで上位機種 

ならではの貫禄をアピール。 

エンジン形ま 水を4ストOHC4バルブ単気衔 
排気量_ 249.4CC 
おま出力 21ps/7加Orpm 
巧大トルク 2.2kg-m/6500rpm 
車南重ft 173kg (を巧重曼） 
ミッションお式無段 

RV250のスタイリングや性能を受け継ぎなSpecifications 

がら、Xンジンにインジてクシヨンを搭載。諸;ン，;ま. 2ホ某^州"バルブ単ち巧 

シートアンダーには大容量458の収納スぺ巧离出力 22ps/8000rpm 

I卻ぶ口北! 46万9350円 

ースを確なし、ほ燃費で高い環境性能と実 

用性をを兼ね備えている。 

巧大トルク 2.3kg-m/5500rpm 
車両重* 184kg (を读重度） 
ミッシヨン形式お段 149 



RV180EFi 
RV180ER 

インジエクシヨンを搭載し安定した走行性 

能と排ガスのクリーン化に貢献。前後に3段 

階のアジャスター機能を備えるシート下に 

は、4oeの大容量ラゲツジを搭載し街乗り 

での利便性は良が。 

Specifications 
エンジンお式 水冷4ストOHC4バルブお気巧 
が気 » 171.2CC 
お窝出力 16.3ps/8000rpm 
巧大トルク 1.58kg-m/6500rpm 
車両重S 154kg (巧巧重*) 
ミッション形式お段 

XI Pro Fighter 150 
Xフ□ファイター150 

Price 

I泌はム巧!27万9300円 
Color Variation 

圓ブラック 
ロホワイト 
圓ブ 

デュアルタイプのハロゲンへッドランプをフSpecifications 

ロントカウルにレイアウトするスポーツモデンぉまスト単を倚 

ル。立体的なデザインを採用する大型テーg高出力 11.93Pが5孤rpm 

ルランプや、前後ディスクブレーキの採用なぉ大トルク 1'23咕m/如肌rpm 

ど装備面でも大きな特徴を備える。 'm tを巧里，‘ 

GT125 RV125EFi 
GT125 

Price 

隱ムミお。!123万9400円 

クを備えるスポーツモデル。27Cの大型シ 

-トアンダーラゲッジや、セキュリティ効果 

の高い点义カットスイッチを備えるなど、実 

用性も高い。 

エンジン形ホ 空冷4スト単を巧 
排気 124.6CC 
を高出力 9.8ps/7500rpm 
巧大トルク 1.01kg-m/6000rpm 
車両ま« 111kg fお巧ま*1 
ミッションおがお段 

十夫適な走斤をサポートずるシートは前後3段 

階で調節可能なアジヤスタブルシート。イ 

ンジェクシヨンを採用するエンジンのパフオ 

-マンスアップに合わせた卜ータルバランス 

を実現。 

Specifications 
エンジンおま 水を4スト0HC4バルブ単な巧 
が気る 124.6CC 
巧富出力 11.6ps巧000rpm 
愚大トルク 1.Okg-m/7000rpm 
車两重154kg ■を巧重fii 
ミッションおまお段 

A 加 a125 UMilOO 
アテイラ12己 

最高出力8.15PSを発揮するを冷4ストエンジ 

ンは実用的なスペック。350ml吿が納まるド 

リンクホルダーや、夜間走行をサポートする 

デュアルへッドランプなど充実した装備も 

見逃せないポイント。 

Specifications 
エンジンおが を冷4ストおち苗 
排気 S 124.6CC 
巧高出力 8.15 ps/7500rpm 
愚大トルク 0.86kg-m/7000rpm 
車両至fi 116kg银设重が 
ミッションおまお段 

ク吉10〇' 

18万8790円 

フロントのティアドロップ型へッドライト^_ 

いった装備をはじめ、各部にモダンレトロな巧^; 101K 

イメ ージを作り上げる酱備をお入。後ちか巧富出力 7.7ps/8000rpm 

らの視認性の高し、テ-ルランプはキュ-卜;誠クSlST’m 

なルックスを演出。 ミッションぉホ巧段 

FIDDLE X50 SYMPLY50 
フイドル卫ジクス50 

現代的にアレンジしたクラシックフォルム 

に、ディスクプレーキやメットインスぺース 

を確保する実用スペック。おしゃれなリアキ 

ャリアといったアイテムも、装飾と実用を兼 

ねたモデルならでは。 

Specifications 
エンジンお式 を冷4スト単気巧 
排巧麗 49.5CC 
お窗出力 3.19ps/8500rpm 
巧大トルク 0.29kg-m巧SOOrpm 
車両をfi 99kg (を读を8) 
ミッシヨンお式無段 

前後12インチホイールにディスクブレーキ 

を搭載するスタンダードモデル。セキユリテ 

ィ効果の高い点义カットスイッチや35Wのへ 

ッドライトなど、街乗りで扱うにはべストな 

装備が備わる。 

Specifications 
エンジンおが 空冷4スト単気巧 
辨気量 49.5CC 
巧裔出力 3.19PS/8500rpm 
巧大トルク 0.29kg-m/6500tpm 
車両塞fl 99kg 巧巧重JS‘； 
ミッションおが巧段 



セラミックコートシリンダーを採用する49.5CC 

空を4ストエンジンを搭載。コンパクトボデ 

ィには、シート下に256の大容量收納や盗 

難防止キーシャッターなど装備が充実。高 

性能と実用性を兼ね備えたモデルといえる。 

Soecifications 
エンジンお式 空冷4スト0HC2バルブ単気巧 
排気5 , 49.5CC 
摄高出力 3.8口が8000rpm 
愚大トルク 0.38kg-m/的OOrpm 
車両重B 76kg (乾巧重it) 
ミッションおま無段 

UMiSO 

ファッション性の高いレトロモダンテイスト 

を反映したデザインが女せを中ん、に人気。ワ 

ンタッチオープン式の給油口を装備するこ 

とで、か性でも簡単に給;由できる装備もポ 

イントのひとつといえる。 

Specifications 
エンジンおま きを4ストOHC2バルブ単ち巧 
雖気。 49.5CC 
お畜出力 3邱が8000rpm 
巧大トルク 0.38kg-m/6500rpm 
ま巧重里 抓kg (を巧重 
ミッションお式無段 

1860mmのボディに8.6psを発揮する4スト 

口ークエンジンを搭載したスポーツスクータ 

軽快なイメージを持たせるスタイリング 

じは、125CCと150CCの排気量がバリエーシ 

ヨンとしてラインアップ。 

Specifications 
エンジンおが 
排気Jt 
猜畜出力 
思大トルク 
車両重里 
ミッションおま 

空冷4スト単気巧 
124CC 
8.6ps/7500rpm 
—kg-m/—rpm 
123kg (を巧を量） 
お段 

ビジネスにも役立つ大狸のユーティリティ 

ボックスを搭載したビジネスモデル。目0CC 

モデルには空冷2ストエンジンを、125CCと 

150CCモデルには空冷4ストエンジンを搭載。 

より実用的なスペックを備えている。 

Specifications 
エンジン形ホ 空冷4スト単気巧（空冷2ストおま«) 
排気]! 124CC (49.3CC ) 
远离出力 一"ps/— rpm 
巧大トルク ーkg-m/—rpm 
車南奎S 119kg (105kg) ^を巧重董） 
ミッションおま毎段 

エッジを効かせたスタイリッシュなフオルムに、 

2ストエンジンを搭載したハイパフオーマンス 

スポーツスクーター0ブレーキユニットは前後 

ともにディスクブレーキを装着し、性能に合わ 

せた確実な制動力を確イ呆している 

Specifications 
エンジンおま ま冷2スト単気巧 
お倚 t 49.3CC 
最高出力 一ps/—rDm 
を大トルク ーkg-邮一rpm 
車巧重« 95kg (を煩重量） 
ミッションおま無段 

最新装備を数多く採用したタイホンダが誇 

る最上級ロー ドスポーツモデル。e仕様はフ 
ロントサスペンションにイニシャルアジャス 

夕一を追力日し、巧みに合わせたらライディン 

グをサポートずるハイスペックモデル。 

Specifications 
エンジンおが 水な4ストDOHC単ち苗 
排気あ 149.4CC 
巧高出力 —ps/~rpm 
お大トルク ーkg-m/—rpm 
車両重a 115kg (を误重さ） 
ミッションお式6段 

CBR150R TYPE-R REPSOL PHANTOM 200FIRE EDITION 
CBRl50RタイフRレブソルカラー 

50万9250円 

フロントにはイニシャルアジャスター付きフSpecifications 

ォークを採用。リアにはCBWSORま用の才ンぉホ精4CストDOHC単気K 

-リンズサスペンションを組み合わせるタイあ离化力 -ps/-rpm 

プRをべースに、カラーリングはオリジナル巧大トルク.一咕 
.ィ、，|,ムーザ，、 4.,+ 車両重* (を«*») 115kg (ち 
レプソルカフーでレーンーな裝い。 ミッションぉ式6段 

メツキパーツを多用するなどボリユームを持 

つアメリカンタイプ。国内の化のアメリカン 

タイプと比べると1如kg (装備重量）と、比 

較的軽量な車体のため、小柄なホ性でも取 

りまわしが楽なのも特徴。 

Specifications 
エンジンおま 
排気を 
巧窝お力 
巧大トルク 
車両歪* 
ミッションおが 

を冷4スト巧気巧 
196.9CC 

140kg (を误まft; 
615 



SON に125RS 
THAI HONDA/夕 ホンダ 

SONIC125 types 

Price 

タイ国巧では最もポピュラーなアンダーボー 

ン フ レー ムを採用する最新のスポーツ モデ 

ル。縦型デュアルへッドライトやリアのモノ 

サスペンション、前後ディスクブレーキにス 

ポークホイールを組み合わせる。 

Specifications 
エンジン形ま 水冷4スト単ち巧 
排気量 124.7CC 
巧萬化力 一口が一rpm 
巧大トルク ー咕-m/—rpm 
ま巧ま■ 100kg (を巧ま量） 

ンおホ_ 5段 

ューザーからの要望によって復活したソニ 

ックのレプソルカラーモデル。アップハンド 

ルにリメイクすることで、日本人好みのライ 

ディングポジシヨンを実現。販売ま両はス 

ポークホイール仕様となる。 

Specifications 
エンジン巧さま 水を4スト単気巧 
排気, 124.7^ 
巧离出力 一ps/--rpm 
及大トルク ーkg-m/_rpm 
車两重S (巧揉重撤）1〇〇的（おがま量: 
ミ？ぶョンお式5段 

152 

SON に125e 

街乗り仕様をコンセプトじリフレッシュが 

施されたソニックのバリエーシヨンモデル。 

アップハンドルを採用することで、快適なポ 

ジションをキープ。5段ミッションで走りの 

幅も大きく広がる。 

Specifications 
エンジン形が 水冷4スト単気椅 
排気里 124.7CC 
及离出力 一ps/—rpm 
巧大トルク ーkg-m/-rpm 
車両重を 101咕（装な重曼） 
ミッションお式' 5段 

エアブレードをべースに30%]；^上の出カア 

ップを実現した、エンデュランスオリジナル 

のスペシャルモデル。ボアアップや吸排気ポ 

-卜研磨、オリジナルスポーツマフラーなど 

充実の装備でファインチューニングを施す。 

Specifications 
エンジン形ホ 水冷4スト単気お 
排気量 124CC 
巧窗出力 
を大トルク 
車両重置 
ミッションお式 

102k9 (巧が重 
お段 

AIR BLADE Type-Z 
THAI HONDA/タイ 

AIR BLADE 

エアブレードをベースに排気量を124CCにボ 

アアップしたエンデュランスオリジナルモデ 

ル。カラーリングも専用のソリッドブラック 

とし、ハイパーサイレントマフラーを装備す 

る大人のスクーター。 

Specifications 
エンジンおま 水冷4スト単気巧 
排気* 124CC 
巧富出力 —ps/—rpm 
巧大トルク ーkg-m/—中m 
車兩重置 102kg (裝说重it) 
ミ三オヨンおま無段 

スクーターとして定番の個性溢れるスポー 

ツモデル。大型のシートアンダーラゲッジや 

巧いやすいシャッターキーなどのアイテムに 

加え、スポーツマフラーやコンビブレーキな 

ど裝備も充実。 

specifications 
エンジンお式 水を4スト単気巧 

108CC 
—ps/—rpm 

排気》 
あ高出力 
最大トルク _ 
車兩ま*:103崎（を揉重量） 
ミッション形式；無段 

スポーティなスタイリングじ軽量化されたコ 

ンパクトボディを持つ、入門編スクーター。 

シンプルな空冷エンジンにコンビブレーキ、 

サイドブレーキといった装備も、手軽に楽 

しめるポイント。 

Specifications 
エンジン形ま 空冷4スト単ち面 
排ミ曼 108CC 
あ高出力 一ps/—rpm 
巧大トルク ーkg-m/— rpm 
車両重ち 89.5kg (を沒董S) 
ミッション形式结段 

Click 
クリック 

組み込み型水をエンジンやv-ベルト、コン 

ビブレーキ、キーシャツターなど国内モデル 

と同等の装備を満載したモデル。か装ァフ 

夕ーパーツも充実してドレスアップも楽しめ 

ることも大きな特徴。 

Specifications _ 
エンジンおまI水を4スト巧巧巧 
おち撤 108CC . 
巧高出力 —ps/—rpm 
巧大トルク —咕 m/—rpm 
車両重S 95kg {をな重《) 
ミッションおさ： ̂無段- 



WAVE125X WAVE125 i 

ウェーフ125X 

ウェーブ125系の乗りやすさをそのままに、 

スポーティに生まれをわったウェーブ125- 

X。アップタイプマフラー、フロントディス 

クプレーキなど装備も充実。また従来モデ 

ルより燃費も30%アップ。 

Specifications 
エンジンおま 空冷4スト単気巧 
排気* 124.9CC 
巧高出力 一ps/—rpm 
巧大トルク ーkg-m/—rpm 
牽両重S 95.5kg忠巧ま置） 
与ッション开さま 口ータリー4段 

30万4500円 

インジエクシヨンの採用により、更なる燃費Specifications 

と環境性能、出力の向上を実現。シリーズこ/ 
空冷4スト単気な 
124.9CC 

の最上級モデルとして燃費や環境性能はもぉ寓出力 —ps/—rpm 
—kg-m/—rpm ちろんフロントディスクブレーキなど装備も*大トルク 

泰華なパージヨンに仕上げられている。 ミッションぉま 
99kg (巧巧重Sj 
口-タリー4段 

DREAM 125-e 

e仕様はシングルシート&リアキャリアを組 

み込んだ高い積載力と耐义性を併せ持つビ 

ジネスモデル。従来モデルより約30%も燃 

費が向上したことで、ビジネスユースにはべ 

ストな選択といえる1台。 

Specifications 
エンジン形式 空冷4スト単気銜 
排気巧 124CC 
巧寓出力 —P か一 rpm 
巧大トルク —kg-m/—rpm 
車兩重* -kg (乾巧重a) 
ミッションおが 口ータリー4段 

DREAM 125-p 
THAI HONDA/jkホンダ 

エンデュランスオリジナルバリエーシヨンの 

P仕様は、シングルシートとリアキャリア、 

強カスタンドを組み&んだタフで経済的な 

ビジネスモデル。124CCエンジンを搭載しパ 

ワフルで省燃費も特徴のひとつ。 

Specifications 
エンジン形ま 空冷4スト単気巧 
排ミ* 124CC 
巧畜出力 —ps/—rpm 
を大トルク —kg-m/—rpm 
車雨歪量 :-kg带巧おか 
ミッションお式 .口 —夕 IJ-4段 

DREAM 125 CZ-i 
K,」ーム12己 CZ-i 

タフで経濟的なカブ系124.9CCエンジンをア 

ンダーボーンフレームに搭載した実用モデ 

ル。スタンダードグレードらしい手頃な値段 

とシンプルなカラーリングは実用モデルとし 

て高い人気を誇っている。 

Specifications 
エンジン形ま 空冷4スト単気巧 
排気 fi 124.9CC 
お寓お力 —ps/—rpm 
巧大トルク ーkg-m/—rpm 
車両重fi 95.5kg (を巧重を） 
ミッション巧さま口ータリー4段 

スクーターのデザインと実用車としてのメリ 

ットを併せ持つブランニューモデル。インジ 

ェクシヨン搭載の新開発109.4CCエンジンは、 

57km/Gの超低燃費を実現し、出力も今ま 

での同クラスと比較して向上している。 

Specifications 
エンジン巧さま を冷4ストお気巧 
が気fi 109.1CC 
泉高出力 —ps/—fpm 
煮大トルク —Kg*m/—rpm 
車両重ち ’ 0.8kg (を規重ft) 9 
ミッションおま 口ータリー4段 

WAVE100X WAVE100S 
ウェーブ10ox ウェーブ10OS 

排気きを97CCじ抑えセルなしにすることで 

コストダウンを実現。フロントディスクプレ 

-キやマニュアルクラッチなど、スポーティ 

な特徴を持ったコストパフオーマンスに優れ 

たモデルとなっている。 

Specifications 
エンジンおま 空冷4ストを気巧 
排気* 97CC 
お离出力 —ps/—rpm 
巧大トルク —kg-m/—rpm 
車両を量 95kg (を巧窒S) 
ミッションおが ‘ 口-タリ-4段 

ウエーブZに対■してセルやセミオートマチッ 

クミッシヨンで利便性を高めたモデル。97CC 

エンジンの搭載で大幅なランニングコスト 

の節減を実現しながら、実用装備にこだわ 

っているのが特徴だ。 

Specifications 
エンジンおま 空ぶ4スト単m巧 
排気量 97CC 
巧畜出力 —ps/—rpm 
巧大トルク —kg-m/—rpm 
車雨重量 91kg (を误重蓋） 
ミツシヨン形式 ロータリー4段 153 



SMR530F SMR450F 
SMR450F 

Price 

Krなん刷.1卜i179万8000円 
Color Variation 

フ,:し一 

スーハーモタードシリーズのフラッグシップSpecifications 

としてリリースされるSMR530F。4ストぉな_ 

527.7CCエンジンを搭載し、即サーキット 

持ち込んでも勝利を手に乂れられる"イスJむ:ク 

ペックな車体に化上がられている。 ^ 

巧気量：肚7.7CC 
—ps/-' rpm 
—ka-m/—rpm 
-kg (を巧重蓋） 

ミッション形式5巧 

Price 

bm ム69万8000円 
Color Variation 

誦ブJU- 

公道走行可能な本格的スーパーモタード。Specifications 
jjA £4i f — /-f 4- tlレ夺 /7たィ# FH Iブ，、义Aー エンジン形巧 水冷4ストDHOC4バルブ単•ち巧 
始動しはセルとキックを併用しているため扫伤a が気量：528な 
7■•イリーユースはもちろん、サーキットでもお富出力 —ps/-rpm 

高い利便性を持っている。このほか250CCも占ごク -kg-m/-rpm 

導入を予をしている。 

SMR125 SMM530 Black Dream 
SMR12已 SMM530フラックドリーム 

Price 

パワーユニットはパワフルな2ストエンジン 

を搭載。イ呆ま部品を装備しているため、こ 

のままでストリートに乗り出すことも可自g。 

このほかに2ストエンジンを控載する250CC 

モデルもラインアップじある。 

Specifications 
エンジン形式 水冷2スト単気巧 
排気董 排気* :123.5CC 
话窩出力 —ps/—rpm 
巧大トルク —kg-m/—rpm 
車兩重董 -kg (お巧重量） 
ミッションおま 娘 

Price 

ESIES233199万8000円 
Color Variation 

圓フラック 

足下にキャストホイールを採用ずるスーパ 

—モタードシリーズの/くリエーシヨンモデル。 

大排気量ながらもマイルドな特性は、速さ 

と楽しさを両立している。へッドライトまわ 
りも専用デザイン。 

Specifications 
エンジン形ぶ 冷4ストDHOC4バルブ単気巧 
排気量 巧ミft : 527.7CC 
巧离出力 一Pが一fpm 
爲大トルク ーkg-m/ rpm 
幸巧重S -kg (を沒ま量） 
ミッションお式5段 

154 

SMM450 Black Dream SMM125 Black Dream 
SMM4已〇フラックドリーム SMM1吕曰ブラックドリーム 

Price 

msmmi39万 SOOO円 
Color Variation 

圓ブラック 

上位機種同様に専用のキャストホイールを 

装着するスーパーモタード。リアサスは標準 

でザックス製を装着しているが、オプション 

で才ーリンズを選巧することもでき、チュー 

ニングの幅が広がる。 

Specifications 
エンジンおが 水冷4ストDH0C4バルブ単ち街 
排気ffi 排気a : 449.16CC 
巧富出力 —ps/—rpm 
巧大トルク —ka-m/—rpm 
車兩重S —kg (お误重量） 
ミツシヨンおま .娘 

SMMシリーズの小排気量モデルには2ストSpecifications 

エンジンを搭載。小排気量といってもパワJ含;ン巧が 

フルなキャラクターは上位機種と比較してを高出力 

も、全く遥をのないうえにまがの軽さが大こク 

きなメリットとなってくる。 ミッションぉホ 

水冷2スト単ち巧 
123.5CC 

—kg-m/—rpm 
kg (巧误重量） 

6段 

EN530F 
EN530F 

EN450F 
EN450F 

Price 

ti泣山ぶお::罰169万8000円 
Color Variation 

tm全ラインアツプのフラッグシップとして位Specifications 

ランスで成り立つフレームやサスペンシヨ巧离出力 —ps/--rpm 

ン、エンジンの出力特性など全てが高々元*差溫こクこ;:ri_货で重\) 

で組み立てられている。 ミッションぉま5段 

Price 

瞧ムm.ぶ.,159万8000円 
Color Variation 

エンデューロマシンとして最も車体のバランSpecifications 
っム、'レん一I、义レち.、二巧件た巧f斗ミchiィcnc エンジン形式 水冷4ストDOHC4バルブ単ち巧 
スかとれてし、ると、ち]し、S干価を受けるEN450F。排気巧 排ち■ *449.1600 

セルやなを部品も装備しているため、レーを唐出力 -PS/—rpm 

スでの使用はもちろん林道などツーリング 

じもま用できる利便性も備えている。 

巧大トルク ー崎-m/—rpm 
車両塞S — kg (を巧ま量.; 
ミッションおま5段 



EN250F 
EN250F 

EN250 

Price 

|ぶ化'ぶiLJ149万8000円 
Color Variation 

ブルー 

最も二ーズの高し、250ccクラスに投入されるSpecifications 
.っしマ、、、.、.4^-^で一•• I: 一T广！、 . エンジンおホ 水冷4ストDOHC4バルブ逆ち巧 

4ストエノンノ}合載モアル。フロノトしはマ排気* 249.46CC 

ルゾッキ製9550フオークを、リアにはザッあ岳出力 PSI rpm 

クス製サスペンションを採用。オプションで 

才ーリンブも選ができる。 

を大トルク ーkg.m/—rpm 
車両重量 -kg (を巧重ft) 
ミッションおま5段 

128万円 

パワフルな249CC2ストエンジンを搭載するSpecifications 

エンデューロモデル。これまでも高い評価を 

得ている2ストエンジンを搭載していること 

から、多くの二ーブが集まるモデルとしてま 

目されている。 

エンジン形式 水を2スト単ち齿 
が気 Jt 249CC 
歷客お力 一ps/- rpm 
が大トルク ーkg-m./—rpm 
車巧重量 一kg (をお重量） 
ミッション形が5段 

N125 
N125 

FUNTA 
フ:Pンタ 

125万円 

日本人ライダーに合わせて車体セッティン 

グを施されたEN125。2ストエンジンの特性 

は豪快ながら、取り回しのよさはまさにジャ 

ストマシン。125CCモデルのほかに144CCモ 

デルもラインアップ。 

Price 

斬新なデザインと最先端機能を搭載した卜 

モスのブランニユーモデル。日本化穂車と 

してシート高を標準よりイ氏く設まするほか、 

スピードメーターやウインカーといった保安 

部品も装備済み。 

Specifications 
エンジンおま を冷2ストおち巧 
がち巧 43.3CC 
を寓出力 一Pが一rpm 
摄大トルク ーkg-m/-rpm 
車両重运 60kg (を巧を#) 
ミッションお式2段AT 

PACKE'R SR600 CORSA 

Price Price 

女せでも手軽に乗ることができる。「もっと 

気軽に乗る」をコンセプトに、新開発され 
ま兩重it 
ミッションおお 

—ps/--rpm 
—kg-m/—rpm 
55kg fお巧重 
2段AT 

^22303199万5000円 
Color Variation 

〔コシルバー 

轻量高剛性フレームに高出力4ストを搭載 

し、国内かの数々のレースシーンでも富い 

評価を得ているコンペティションマシン。ク 

ロスミッションなどの装備もレースでの勝利 

を目ホ旨したたけまといえる。 

Specifications 
エンジンおま 
が気S 
廉高出力 
度大トルク 
車両重《 
ミツシヨンおま 

水冷4ストSOHC4バルブ単ち巧 
600CC 
—ps/—rpm 

108kg (お揉まS) 
6段 

現段階ではが年からの仕樣変更はない公道 

走行巧能なモタードマシンがS570Jと、エン 

ドユーザーじも優しいセル付きモデルの 

S570EJこバフオーマンスとユーテイリテイ 

の兩面を楽しむラインアップ。 

Soecifications 
エンジン形ま 水冷4ストSOHC4バルブお気巧 
排気S 570CC 
巧窩出力 一ps/一rpm 
B大トルク ーkg-m/—rpm 
車両重量 116kg (お巧重量；{120kg) 
ミッション巧さが6段 

公道走行の可能なエンデューロマシンE570J 

とセル付きモデルのE570EJ。剛性に優れた 

高品質なフレーム素がや製造方まなど、レ 

-スマシンからフイードバックされたほ術を 

惜し気もなくお入。 

Specifications 
エンジンおま 水冷4ストSOHC4バルブ単気货 
排気It 570CC 
班高出力 一ps/—rpm 
巧大トルク —kg-nV—rpm 
車両重a 116kg (お没巧量',(120kgJ 
ミッション形巧6段 155 



VESPA/ベスバ 

Price 

1;.化MLH!!'た! 48万5000円 

グランツーリスモデザインコンセプトに基づ 

き、これまで同ネ弟スチールモノコックボディ 

を採用しながら4ストSOHCリーダーエンジ 
ンを搭載。リアサスペンションは4段階に調 

節可能なタイプ。 

LX150 
LX150 

し XVI25 

52万5000円 

Color Variation 

国アビすグ 
^ポルトフィーノクレ 

コンセプトモデルとしてディスプレイされて 

いたGT60を、LXモデルをベースに作り替え 
たモデル。フロント11インチ、リア10イン 

チのキャストホイールを装着しベースモデル 

との差別化が図られる。 

GTV250ie 

84万5000円 

Color Variation 

GTSをべースに、往年のフェンダーライト 

やバーハンドル、セパレートサドルが踏契さ 

れリフレッシュ。足元には12インチのキヤ 

ストホイールを採用し、カラーは当時のオリ 

ジナルと組み合わせる。 

GTS 300IE 

79万5000円 

Color Variation 

エレガンスさとスポーティさを演出するベス 

パの新しいフラッグシップ。新設計となる 

278CCエンジンは、低回転でハイレベルな卜 

ルクとパワーが得られる設を。シティランで 

その効果は絶大。 

を採用しているものを合成レザーじ変更。雨 

や紫か線による劣化を考慮した実用性の高 

いモデルだ。 

LXV125 NAVY 
LXV125ネイビー 

Price 

醒uぉ!;に, 48万5000円 

Color Variation 

本革シート採用のLXV125をべースじ、合成 

レザーで張り直し、日常での実用性をアツ 

プさせた廉価モデル。ベスパが有]めて作った 

1946年モデルを踏装し、バーハンドルやセ 

パレートサドルを採用している。 

，ぶ 
為 
Specifications 
エンジン形式 水冷4ストS0HC4バルブ學気巧_ 
が気。 278CC 
を畜を力 22ps/7500中m 
を大トルク 2.06咕-m/如OOrpm 
ま:両重量 148kg (を沒重量） 
ミッションおま’無段 

.'夕 

Specifications 
エンジンおボ 
排気量 

み冷4ストSOHC4バルブ単ま巧 
排気董： 244CC 

を富出力 22PS/8250rpm 
お大トルク 2.0か g-m/6500rpm 

車両重fi 148kg (を揉重量） 
ミツシヨン形ま お段 

Specifications 
エンジン巧さま を冷4ストSqHC2バルブおを 
排気撒 稱ち* :124CC 
巧寓ぉ力 10.3ps佩)OOrpm 
巧大トルク 0.97的-怖6.000rpm 
車両重fi 110kg (を娱重：#} 
ミッションお式お段 

Specifications 
エンジン形ぶ 空を4ストSOHC2バルブが気巧 
排気量 151m _ 
を离出力 11、7ps/7750rpm 
巧大トルク 1.18kg-m/6.000rpm 
車兩重fi 110kg (巧揉Mft) 
ミッション形ま無段 

巧寓出力 22PS/8250rpm 
巧大トルク 2.06kg-m/6500rpm 
車両をfi 148kg (乾炭を量） 
ミッション形が .無段 

Specific 月 tions 
エンジンおま 空を4ストSOHC2バルブ単気巧 
排を* 124CC 
巧寓出力 10.3ps/8000rpm 
巧大トルク 0.97kg-m/61000rpm 
宰両重幾 110kg (巧巧を量） 
ミッションおま無段 

MOTO CROSS C570CORSA 
モトクロスC570コルヴ 

168万円 

Color Variation 

E570シリーブと同様に高品質なフレームにSpecifications 

水;令4ストSOHCエンジンを搭載するコンペ 
エンジンお式 水ち4ストSOHC4パルプ単気伤 
がちa 570CC 
巧离出方 —ps/—rpm 
巧大トルク —Ka-m/—rpm 
車-南重、 '108kg (を巧重量） 
ミッション形ま 6段 

GTS 250ie 

69万5000円 

Color Variation 

[=3 
フラック 
シ'ドナイト: 
イID- 

デザインはな統あるクラシックベスパをベーSpecifications - 
っ，一り.〇、っ化ヴっ，、一，、•ロ エンジンおホ 水冷4ストSOHC4バルブ単ち旧 
スし、CADンス了ムをイ吏ってアレンン〇ハワ巧ちg 244CC 
—ユニットは軽量なスチールモノコックボデ巧富出力 22ps/8250rpm 

イに、インジIクシヨンを採用した新設計違;9 

となるクオーサーエンジン。 ミッションぉホ無段 

GTV250ie NAVY 
GTV250leネイビー 

79万5000円 

Color Variation 

スぺックやデザインなどスタンダードモデルSpecifications 

のGTV2如同様ながら、本来なら本まシ-卜ぉェだン，が'f造スト5瞧"ルブ麵 

fII篇微M 
加ioi 



LX125 S125 

最新のリーダー4ストエンジンを搭載。後輪 

と一がになったエンジンドライブユニットは 

ベスパのアイデンティティとして、このモデ 

ルにも受け継がれている。盗難が策にイモ 

ビラィザーも完備。 

Specifications 
エンジンおが 空考4ストSOHC2バルブ単気巧 
排気量 124CC 
愚葛出力 10.3ps/8000rpm 
あ大トルク 0.97kg-m/6,000rpm 
車両重110kg [乾揉重量） 
ミッシ3ンお式無段 

S125 

を車ベスパ. 50S、ベスパ.プリマべーラの 

デザインをイメージさせるニューモデル。角 

型ハロゲンへッドランプの採巧や、5スポー 

クデザインのホイールをフロントに11イン 

チ、リアに10インチで組み合わされる。 

Specifications 
エンジンおボ を冷4スト2バルブ単ち巧 
排気量 124CC 
最窝出力 tQ.3ps/8QQ0rpm 
班大トルク 0.978kg-m/7250rpm 
車両重110kg (を设重董） 
ミッションおま無段 

LX50 2T S50 

モノコックボディに、を車輪と一体になっ 

たエンジンとドライブユニットは、センター 

に組み込まれ理想的な重量配分を実現。 フ 

ロントホイールを11インチに変更してより 

走行のを定度を追求している。 

Specifications 
エンジン形ま 空冷2ストSOHC単気巧 
が気巧 49.9CC 
お离出力 —ps/- rpm 
巧大トルク —kg-m/—rpm 
幸兩重ft 110kg祗巧まむ 
ミッシaン巧さが .お段 

往年の名車をモチーフに、ピアジオハイパ 

-2エンジンを搭載するニューモデル。角型 

ヘッドランプの採用や、フロントホイールを 

11インチに変更し、より安定感のある走り 
を実現する設計が施される。 

Specifications 
エンジン巧さま 空冷2スト単気巧 
排気量 49.9CC 
最高出力 一口がrpm 
巧大トルク ーkg-m/—中m 
車兩重fi 96kg (を巧おit) 
ミッション形が無段 

50ET2FL 
50ET2FL 

984C3 2V 
984C3 2V 

実用性の向上を目指し先代モデルよりも 

25mmシート高を下げている。エンジンはピ 

アジオハイパー2を搭載。新たにサイドス 

タンドを標準装備することで、デイリーユー 

スの利便性を富めている。 

Specifications 
エンジンおホ 
排気fi 
巧患出力 
巧大トルク 
車両重ち 
ミッション形式 

を冷2スト単ち巧 
49.9CC 
—ps/—rpm 
—kg-m/—rpm 
90kg くを巧ま*) 
お段 

月産僅か4台の100%ハンドメイドインイタ 

リーマシン。ビモータなが’80年代に進めた 

テージプロジェクトに参画していたアスカニ 

オロドリゴが、ハブステアリング機構の可能 

性を追ポし完成した価値あるモデル。 

Specifications 
エンジン形式 空冷4ストし型2ち巧 
排気11 992CC 
巧离出力 90.5ps 
巧大トルク —kg-m/—ipm 
ま両至ffi 150kg (を巧重量） 
ミッションが式 r 6段 

985C3-4V X125R/X250R 
985C3-4V X125R/X250R 

スーパースポーツと呼ぶに相応しいヴァイル 

スのフラッグシップマシン。ドウカティから 

供給されるエンジンは、オリジナルのセッテ 

ィングを実施。走る、曲がる、止まるを新 

たな々元で楽しめる。 

SpecHications 
エンジンおホ 空ち4スト4バルブL型2ち巧 
拼気 9如CC 
巧音出力 
巧大いレクー 

ISOps 
—kg-m/—rpm 

を巧里量 157kg (を巧里量） 
ミッション巧さま 6段 

これまで子供向けにオートバイを生産して 

きたスペインの才ートバイメーカーチスパ。 

’09年からトライアルモデルの生産を開始し、 

そのファーストモデルがこのX25RとX250R 

だ。国内販売は4ちからを予をしている。 

Specifications 
エンジン形ま 空冷4ストL型2気巧 
排ち■ —如 
巧高出力 —ps/—rpm 
ft大トルク —kg-m/—rpm 
車両重ち "-kg (を巧巧*) 
ミッションおが —段 157 



YBR250 YBR125 
YBR吕己〇 

中国ヤマハが生産するスポーツバイクの二 

ユーモデル。視認せの良いスピード/タコ 
メ—夕—やフロントディスクブレ—キなど、 

Specifications 
エンソンお式 まを4ストS0HC2バルブ単ち廚 
排気量 249CC 
愚富出力 20邱が75孤rpm 

I;ザ‘がム呼ぶ罚47万8000円 

さも4きのスタイリングにスポ—テイなアイテム 

をプラスしている。 

巧大トルク 2.0kg-m/6500rpm 
車両重S 152kg (装お重量） 
ミッション形式5段 

スポーツモデルながら実用性の高い空冷4ス 

トエンジンを搭載。燃費も45km/Cを実現す 

ることから、デイリーユースにも活躍してく 

れる。シングルエンジンながらバランサーを 

装備し低振動となっている。 

Spec け ications 
エンジンおが 空冷4ストS0HC2バルブおち活 
排気を 123CC 
巧高出力 9.6PS/7000〜抓OOrpm 
爲大トルク 1.0kg-m巧如〇〜6500rpm 
車両重量 117kg (装が重量） 
ミッションおホ5段 

MAJESTY125FI 
マジェスティ12己円 

Price 

I;ザ心j-Eも!で138万9000円 

台湾で生産されるマジXステイの125CCパーSpecifications 
ご、、丄a-:、‘>sii • A 口、 1-:エンジン形ホ水を4ストSOHC2バルブ単ち巧 
シヨン。液晶ァンタルメ—夕-やフロント了排気* 124CC 
イスクプレーキ、調整式のバックレストなど活寓出力 Pがのm 
小型車ながらも充実した装備。エンジンに 

はインジIクシヨンを搭載。 

巧大トルク ーkかm/— rpm 
ま:兩窒g 146kg (装巧を量） 
ミッションおま無段 

台湾で生産されるシグナスの最新パ-ジョ 

ン。デジタル&アナログ1并用のスピード/夕 

コメ ーターや、LEDテールランプといった装 
倫はスポーティな装い。インジェクション採 

用の124CCエンジンもジャストなサイズ。 

Specifications 
エンソンおま 空ぶ4ストSOHC4バルブをち巧 
排気& 124CC 
愚离出力 Pジー中m 
巧大トルク ーkg-m.'—rpm 
車雨重量 113kg 装巧ま量.: 
ミッションおま無段 

Bw's125Fi CYGNUS Z 

台湾製造のマルチスクーターは個性的な縦2 

灯のへッドライトをフロントかウルにインス 

卜ール。テールランプも2眼タイプを採用す 

ることで、スタイリングに大きなインパクト 
を与えている。 

Specifications 
エンジンお式 空冷4ストSOHC4バルブ単ち巧 
排気量 124CC 
最高出力 —ps/-rpm 
巧大トルク —kg-m/-rpm 
車両重St 113kg (装巧重量） 
ミッションおま無段 

中国ヤマハ製造となるシグナスZはスポーテ 

ィなスタイリングにシンプルな装備が魅力。 

大容量のフロントコンパートメントやフロン 

トディスクブレーキなど、実用せと安全性 

はしっかり確保。 

Specifications 
エンジンおま 空冷4ストSOHC2バルブ単ち巧 
排気量 124CC 
巧を出力 一Pが一rpm 
巧大トルク -kg-m/-—rpm 
車両重量 113kg (装な重量） 
ミッションおま無段 

Vino125 

メ ’ソキのへッドライトトリムやシンプルなシ 

ングルメーターパネルなど、クラシカルなフ 

ォルムが人気のビーノ。ま裕の124CCエンジ 

ンを搭載することで、街乗りでの実用性は 
高い。台湾ヤマ"で生産。 

Specifications 
エンジンおま 空冷4ストSOHC2パルプ単気巧 
が気量 124CC 
お离出力 一ps/—rpm 
最大トルク ーkg-mz—rpm 
車両重fi 101kg I:装巧重量;I 
ミッション形ザ無段 

スタンダードなスクーターフオルムに101CC 

空冷エンジンを搭載。実巧的なスペックと 

飽きのこないデザインは、長く乗ることがで 

きる定番ともいえる。販売時期は未を。生 

唐は中国ヤマハとなっている。 

Spec け ications 
エンジンおホ をぶ4スト単気巧 
排気量 .101.8CC 
お富出力 一ps/—rpm 
巧大トルク ーkg-m,'—rpm 
車両重S 明的【装が重S.f 
ミッシ3ン形ま毎巧 



MOPED/SIDE CAR 
オートバイの中でもスタイリングは、 
スポーツやスクーター、オフ□—ドと 
を種る様に分かれている。さ引こ性能 
で見ても排気量やそのモデルによつて 
を大をな違いびみ6れる。そんなオー 
トバイで差別化び図5れるモデルとい 
えるのび、自転車としてを扱えるモぺ 
ットと、側車付きと呼ばれるサイドカ 
一だ。モデルラインアップ自体はるく 
ないちのの、それぞれに個性際だつ車 
両ぱか〇びリリースされているのだ。 

50 
50 

1956年からそのデザインテイストを変更す 

ることなく生産されているモペット。サドル 

下には小物入れも完備し、工具などを収納 

することが可能。エンジン驅動時とペダル 

駆動時ではチてーンが別系統となる。 

Specifications 
エンジンお式 空ち2スト単気巧 
排気虽 49.9CC 
愚富出力 一ps/—rpm 
巧大トルク 咕m/ rpm 
ま巧重* 53kg (乾巧重 
ミッションおが一段 

44kg (装備重量）の軽量ボディは女性でも 

気控じ楽しむことのできるベストサイズ。ど 

んなファッションスタイルでも似合うシンン 

プル&モダンなデザインはプジョーらしさを 

存分にアピール。 

Specifications 
エンジンおま 空ぶ2スト単気巧 
排気量 
環畜出力 

車两重S 44kg (お坊歪《) 
ミッション形式一段 

視認性のよいメーターパネルや4.5 6のフユ 

-エルタンクなど、ドイツメーカー製らしい 

実用性の確かさが最大のポイント。変速は 

グリップチェンジまのマニュアルミッシヨン 

を搭載している。 

Specifications 
エンジン形ボ ま冷2スト単気巧 
排気* 49CC 
最畜出力 ps/ rpm 
お大トルク ーkg-m/—rpm 
車两重ff 52kg (お揉重*) 
ミッション形ま2段（無I是: 

OptimaSO AUTO 
:r:.‘イマ50オート 

ALPINO 
アルビノ 

Price 

スタイリングやスペックなどはマニュアルモ 

デルと同様ながら、ミッションの操作が追、 

要ない才ートマチックを採用したモデル。力 

ラーリングも専用にイエローメタリックが追 

加されている。 

Specifications 
エンジンおま 空冷2スト単ち衍 
排気《 49CC 
巧嵩出力 一ps./—rpm 
巧大トルク ーkg-m/- rpm 
車両重る 52kg (をお重量） 
ミッションおま無段 

Price 

これまでのトモスとは違ったワイルドなフォ 

ルムは、女の子だけでなく、男の子も似合 

ってしまう。世界初といえるオフロードテイ 

ストモぺッドは太いタイヤと別体となったフ 
ューエルタンクで個性を発揮。 

Specifications 
エンジン巧さま 
が気巧 
巧高出力 
巧大トルク 

空を2スト巧気苗 
49CC 
—ps/—rpm 

車両重量 55kg (を沒重里） 
ミッションお式2速AT 

REVIVAL CLASS に1 
クラシック！ 

モぺットのエグゼクティブモデルといえる装 

傭は、クロームメッキパーツを使用して、質 

感のアップが施されていることはもちろん、 

フロントじディスクブレーキを採用し、確実 

な制動力を実現。 

Specifications 
エンジンおま 
排気量 
巧高出力 
巧大トルク 
車両重* 
ミツシヨン形ま 

空冷2ストお気话 
49CC 
—ps/—rpm 
—kg-m/—rpm 
60kg (を巧重fi) 
2巧AT 

スチールモノコックボディを採用したシンプ 
ルなフオルムはファッション性も抜群。本格 

的なサスペンションを搭載しているため、乗 

り'レ地も快適そのもの。豊富なカラーリン 

グも魅力を引出す鍵。 

Specifications 
エンジンおま を冷2スト単ち面 
排気fi 49CC 
巧高出力 一ps/—rpm 
巧大トルク ーkg-m/—rpm 
車両歪压 48kg (お巧を量） 
ミツシヨン形式2速AT 159 



TOMOS/卜 

Pnce 

【柳ムロ20万7900円 

スタンタードモデルのクラシック1に、口一 Specifications 

ヮィドハンドルとクロ-ムメ’ソキのヘッド.ソごンぉ式ぉスト単ち巧 

ライと、ホワイトリボンタイヤを標準装備。巧高出力 一Pが一rpm 

カラーバリエーシヨンも豊富に揃っているたを大トルク’-咕m/ -rpm 
_、33 4•。パN — a. 車両重Jl 48kg (を巧重]!) 
め選巧の幅も広い。 む^シ3ンがホ''2速AT 

GERMAN 

20万7900円 
Color Variation 

Mネビータタリック 

クラシック2をべースじしたドイツ輸出仕様Specifications 
づ^ ■ムVぃ,f , /7\五/ Jいかk •ピ，、、！_、• " W L エンシン形ま 空冷2スト単気巧 
車。サイトカハーの形状やハーハントルかク排気a -49CC 

ラシック2とは異なり、より乗りやすいハンち离出力 ---Pが.-.-rpm 

ドルポジションを実現。タンクデカールもド**占;ク 

イツらしいアイテム。 

ホ.ソトロ.ソドのを番といえるデュースクーぺSpecifications 

をモチ-フにしたボディを搭載するトライ品;;ン，な '水ち4スト。陋型麵 

ク。パワーユニットは最新のLS3を採用し、与岳ぶ力 

3段にリバースギアを持つATミッシヨンを組トルク 

み合わせる。 

風量調節が可能なエアデフレクターを装備Specifications 
+ ZIエー + し々II ザっ、し口 IIイ +エンジンお式 空ち4ストVお2ち巧 
するほか、才ートクルースコノトロール、位がを量 '1584CC- - 

置可を機能付きツアーパックなど実用性をa离出力 一Pが一rpm 

高める。フレ-ムゃスイングア-ムなど剛性け SST 

アップもををした走りに繫がるポイント。ミッションぉホ服 

19万7400円 

Bラ 
■ラ 

、ラスト 
-ィェロー 

クラシックよりも;ホ練された丸パイプフレー 

ムを採用し、 クロームのスポーツマフラーな 

どでスタイリングをよりスポーツ的にアレン 

ジ。キャストホイールを採用し、スポーティ 

なイメ ージを作る。 

CLASSIC 2 FLEXER SPORT 
フレクけースポルト 

MEGA-ZEUS 

546万円 
Color Variation 

mフバ广 
バールホワイト 

ご3ブレー 
t~l イ XD- 
Hレッド 

1997CCエンジンをサイドカー後部に搭載し、 

後輪と側輪の2輪で駆動させる4人乗りサイ 

ドカー。前後輪による操をを機構や手元スイ 

ッチじよるシーケンシャル制御のギアなど、 

確信の巧術を数多く採用。 

TRIKE 57CHEVY 
卜5イク已7シエピー 

Price 

四isina763万3500円 
Color Variation 

トライシエビーとして人気を集める57年べ 

ルエアのリアビューを取り入れたトライク。 

エンジンはGMの350ユニットを搭載し、最 

高出力は355psを発揮。ATミッションには 

リバースギアも組み込まれる。 

身 

LS3 TRIKES SIERRA 
しS3トライクシェラ 

Color Variation 

840万円^ 

菊 
シボレーの最新ュニットとなるLS3を搭載す 

るトライク。ボディはGMCシェラのリアビ 

ューをモチーフに、シンプルなデザインとな 

っている。迫力のスタイルに高出カユニッ 

卜の組み合わせ。 

も 
Specifications 
エンジンおま ま冷2スト単気巧 
排気を 4白CC 
を富出力胃 —ps/—rpm 
巧大トルク —kg-m/—rpm 
牽両重Jft 51kg (おな重量） 
ミッションおま 2速AT 

Spec け iL^iions 
エンジンお式 水冷4ストOHVV型8気巧 
排気 a 6200CC 
巧岳出力 445ps 
巧大トルク —kg-m/—rpm 
車両垂ft — kg (乾巧重量！ 
ミッションおま3段AT+リバース 

Specifications 
エンジンおま 水冷4スト0HVV型8ちな 
排気を 5730 CC 
巧活出力 355ps 
巧大トルク ーkg-m/—rpm 
車両重ft -kg fを巧重量‘！ 
ミッションお式3速AT+リバース 

Specifications 
エンジンお式 水を4ストDOHC4ち巧 
排気 a —1997CC 
あ高出力 133ps/6000rpm 
巧大トルク 19.89kg-m/4100 
車両重fi 650kg {巧误 
ミッション形式5段+リバース 

•m/4100rpm 
巧巧を量） 

iiiJ 
=||==口 

iii 



URAし/ウ5ル 

第二次世界大戟での活躍から、世界を国に 

ファンを広めたウラル。’ 09年モデルとして 
日本限定モデルとしてデビューするサハラ 

がリリース。無骨なスタイリングながらその 

走破性はさすがと呼べる。 

Specifications 
エンジンおま 空冷4スト0HV水平財巧2気巧 
排気巧 749CC 
最高出力 40ps巧600中m 
巧大トルク 5.3kg-m/4600rpm 
ま両重a 335kg (を巧重*) 
ミッション巧さが4段+リバース 

クラシックなデザインや飽きのこないカラー 

リングながら、パートタイム2WDの性能は 

他に類を見ない。サイドカーにはウインドシ 

-ルドなども装備するため、ツーリングにも 

もってこい。 

Specifications 
エンジンおま 巧冷4ストOHV水平お向2気巧 
排気ち 749CC 
巧富巧力 40ps/5600rpm 
嚴大トルク 5.3kg-m/4600rpm 
車巧重ft 335kg (巧巧至量） 
ミッションおホ4段+リバース 

RETRO 
URAレゥ，ル 

TOURIST 
URAL/ゥラル 

し.卜〇 ツーUスト 

ウラル全ラインアップの中でも最もクラシッSpecifications 

四222223181万1775円 

(予備橫淀し） 

クなデザインを与えられたモデルとしてリリ 

-ス。職人の手作業じよって作られるパー 

ツも組み込まれることから生産台数が限ら 

れてしまう。 

エンジン化ホ 空を4スト0HV水平が向2気巧 
排気* 749CC 
思离出力 40ps/5600rpm 
忘大トルク 5.3kg-m/4600rpm 
車両重量 325kg (を巧重S) 
ミッション巧さま 4段+リバース 

基本性能は他モデルと比較しても遜色はな 

いもののコストパフォーマンスに優れている 

のが特徴のひとつ。サイドカーネルレ者でも 

手に入れやすいうえに、運転しやすいモデル 

へと仕上がられている。 

Specifications 
エンジンおま を冷4スト0HV水平巧巧2気銜 
排気fi 749CC 
あ富出力 40ps/5600rpm 
巧大トルク 5.3kg-m/4600rpm 
車両重a : 325kg Iを读重 
ミッションおま4段+リバース 

GEAR UP DSC11-GP700 
DSCl 1-GP700 

hiat ム山;.iiil 174万5363円 

(予備検渡し） 

パートタイム2WDを採用する走破性と、迷Specifications 

デル。燃料予備タンクやシヤベルといったア巧高出力 40ps/5600rpm 

クセサリーも、他モデルより多めに装備され 

ているのも特徴。 

巧大トルク 5.3kg-m/4600中m 
車両重量 325kg (を巧重量） 
ミッションお式4段牛リバース 

Price 

ヤマハDSC11をべースにイギリスのワトソ 

ニアンスクワイア社製のモデルGP700を組 
み合わせる、ワイズギアオリジナルのモデ 

ル。ループフレームと飛行船型ボディは伝 

統的なフオルムとなっている。 

Specifications 
エンジンおぶ 空冷4ストSOHC2バルブV型2巧巧 
排気を 1063CC 
巧畜出力 60ps/5750rpm 
巧大トルク 8.3kg-m/2500rpm 
車両重量 390kg iを操至《) 
ミッション形ま5段 

DSC4-Monza 
GEAR/ウイズザ7^ 

SR URAL SIDE CAR 

口一&ロングなヤマハDSC4にはワトソニア 

ンスクワイアな製モンツァを装着したコン 

プリートモデル。シンプルなFRP製ボディを 

採用し、トラディショナルスタイリングを提 

案している。 

Specifications 
エンジンおま 空を4ストSOHC2バルブV型2ち巧 
拼気ft 

車両重る 
5ッ‘:並马 

399CC 
32ps/7500rpm 
3.3kg-m/6000rpm 
330kg (お巧重量） 
照 

熟成されたヤマハSR400には、有をなウラ 

ル社:製サイドカーを組みをわせる。サイドカ 

-はSRに合わせて専用のサスセッティング 

を施すほか、ステアリングダンパーを標準で 

装備する。 

Specifications 
エンジン形式 
排気fi 
巧高出力 
巧大トルク 
を巧重S 
ミッションお式 

をを4ストS0HC2バルブ単ち巧 
399CC 
27ps/7000rpm 
3.0kg-m/6500rDm 
290kg (巧妓ま量； 
5段 161 



オートバイの必須アイテムとなるのびへルメット。街乗りかV 
5ツーリング、レースに使用でをる高性能モデルまで日本で 
販売しているま目のラインナップを紹介。オートバイに合わ 
せてコーデイネイトするのもよし、ま全性を重視するのもよ 
し。お気に入りのペレメットを探し出そう。 
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FULL 

FACE 

Araレアライ 

RX-7 RR5 
価巧： 5巧5目50円 
レースで培ったノウハウが凝縮。々 
世代シールドでネ見野がワイドに。 

RX-7 RR5 EDWAR0S 
砸巧： 6万3000円 
コーリン•エドワープレプリカモデル 
はアメリカンなグラフィックが巧徵。 

RX-7 RR5 0KADA 
価格： 6方3000円 
WGPお富をクラス日本人最多優瞬の 
岡田忠么選手のレブリカモデル 

RX-7 RR日 HAGA 
価格：妨3000円 
スーパーバイク世を逛手権で话摧す 

る、芳寶紀巧選手レプリカモデル， 

RX-7 RR呂 HAYDEN 
価格： 6巧3000円 
ワールドチャンピオンを獲得した二 
ツキー.ヘイデンのレプリカモデル。 

アルミナブレー 
ブラック 

ファイアーレッド 

ASTRO-Tr 
価格： 4方3050円 
エァー監流巧能も向上させたエッグ 
シエイブド-フオルムを採用： 

ASTRO-Tr D00HAN 
価格： 5万4日。円 
数々の偉業を成したマイケル•ドウ 
—ハンの最上級レブリカモデル。 

ASTRO-Tr SCHWANTZ 
価格： 5万4日0円 
ケビン.シュワンッがをを窗した 
2004年カラーのレプリカモデル. 

RX-7 RR5 PEDROSA 
価格：妨3000円 
MotoGPライダーとして活躍するダニ 
エル•ぺドロサのレプリカモデルC 

問：アライへルメット 
a048-641 -3825 http://www.arai.co.jp 

RX-7 RR5 NAKANO 
価格： 6万300円 
MotoGPで话擢する中野寅尖のレプリ 
カモデルは、大胆なお柄が特徴.： 

問：アライへルメット 
2S048-641 -3825 http://www.arai.co.ip 

RAPIDE-SR 
価巧： 4万7250円 
最新のテクノ ロジーで造り上げた、 
研ぎすまされたフォルムが特徴、， 

問：アライへルメット 
0048-641 *3825 http://www.araLco.jp 

Arai/7ライ 

53-54 
己已-56 
己7-58 
59-60 
巨1-62 

RX-7 RR5 RANDY 
価格：巨万3000円 
ランディ.マモラ現が時代のイメー 
ジを 継承した グラフィック レプリカ ニ 

問：アライへルメット 
0048-641 -3825 http:/7www.arai,co.jp 

Araレアライ 

53-54 
己5-已6 
57-58 
59-60 
61-62 

RX-7 RR5 HOPKINS 
6万300円 
ジョン•ホプキンスモデルは、モン 
スターエナジーのぶを再現している： 

問：アライへルメット 
な048-641 -3825 http://www.a巧し C0.jp 

RAPIDE-SR A0YAMA 
価巧：己万4色00円 
MotoGP参載中の青山情ーレブリカモ 
デルは、新構造權かPB-cLcを採用二 

問：アライへルメット 
。〇が-641。825 http://www.arai.co.jp 



RAPIDE-SR STELLA 
価格： 5万35己0円 
ベンチレーシヨンじエアロフラップ4 

を採用したグラフィックモデルC 

問：アライへルメット 
S048-641-3825 http://www.arai.co.jp 

Aral/アライ 

53-54 
5己-己6 
57-58 
59-60 
61-62 

レッド 
フルー 

オレンジ 

PROFILE SPIKE 
価格： 5万400円 
空気を切り裂くようなグラフィック 
が、より洗統された巧をを强し出す,， 

問：アライへルメット 
0048-641-3825 http 州vww.ara し co-jp 

X-Eleven 
価格： 5万2500円 
エアロダイナミックスフオルム採用 
の卜yブレーシングフルフェイス。 

巧：SH0EI 
003-5688-5180 http 刮 p.shoe し com 

X-Eleven KIYONARI 
価巧： 6万3000円 
2008年鈴鹿8時間耐久を制した、清成 
龍ーレブリカ。新色も新たに追加. 

RS : SH0EI 
2503-5688-5180 http;//jp.shoei.com 

パールグレーイタリック/マットブラック 

Z-5 
価裕： 3万9900円 
高品質ヘルメットに巧められる大切 
な要素を萬縮，カラーのをさもお力， 

Ptg : SH0E1 
003-5688-5180 http://jp.shoei.com 

PROALE マリブブル- 

価格： 4巧3050円 
デザィンから内装にままで上質さを 
追求したスタイリ.ソシュなモデル。 

問：アライへルメット 
巧048-目41-3825 http://www.arai.co.jp 

Araレアライ 

GP-己 X 
価格： 4万3050円 
F1レーサー連が認めた新設計、GPX 

帽ホを採用した迫力のフオルム。 

問：アライへルメット 
0048-641-3825 http:かwww.araしco.jp 

X-Eleven GLORY 
価格：巨方30。円 
力ーティスロバーツ選手も着用した、 
アメリカングラフイックモデル。 

問：SHOE! 
003-5688-5180 http:けjp.shoei.com 

X-Elev卽 KAGAYAMA2 
価格：巨万3000円 
スーパーバイク世界選手権参戦中の 
加資山な臣最新グラフィックモデル。 

問：SH0EI 
003-5688-5180 http://ip.shoei.com 

Z-5 VOYAGER 
価格： 4万93S日円 
シンプルながらも、ディティールと留 
感じこだわったグラフィックモデル.、 

問：SH0EI 
003-5688-5180 httpy/jp.shoei.com 

Arai/アラィ 

53-54 
55-56 
己7-58 
59-60 
61-62 

PROFILE SINISTER 
価格：已巧400円 
YFデザインを採用した、ワイルドな 
プロファイルグラフィックモデル。 

PROFILE SHUHEI 
価格：已万1450円 
青山周平レプリカモデルは、巧をを 
調とした鮮やかなカラーリング。 

PROFILE YUKI 
価格： 5万1450円 
高橋裕紀レプリカモデルは、印象的 
なデザインで彼の不屈の閱志を表現- 

問：アライへルメット 
0048-641 -3825 http://www.arai.co.jp 

VECTOR 
価格： 3万已700円 
前モデルより強なかつ高を全なを高 
めながら、スマートに授里化も実現。 

問：アライへルメット 
狂048-641-3825 http://www.arai.co.jp 

VECTOR WEB 
価格： 4万2000円 
基本性能に撤底的にこだわったべク 
ターの、ワイルドなデザインモデル。 

問：アライへルメット 
な048-641 -3825 hltp;//www.arai.co.jp 

VECTOR EAGLE 
価格： 
鉛い目と力強いmを持つイーグルを、 
タイナミックにデザインしている、， 

X-Elev飢 TAMADA 
価巧：妨3000円 
スーパーバイク世巧選手権で话强の 
玉田誠のレブリカモデルに新色登場。 

X-Eleven VERMBJしEN 2 
価格： 6万3000円 
クリス.バーミユーレンのレプリカ 
セカンドモデル。デザインが一新。 

X-Elev飢 Norick 94 
価格： 6巧扫250円 
伝説といわれる、巧部典史1994年WGP 

デビュー戦デザインを忠実に再現。 

PcS : SH0EI 
003-5688-5180 http://jp.shoei.com 

rS : SHOE! 
003-5688-5180 http://jp.shoei.eom 

問：SH0EI 
003-5688-5180 http://jp.shoei.com 

SHOEレショ SHOEレミ 

レッド&ブラック 
ブルー&ブラック 
ブラック&ブレー 

X-9 TARIUS 
価巧：日万400円 
快適巧を追ホし進化を遂げた"X-9"の 
躍動感溢れるグラフィックモデル。 

問：SH0E1 
Q03-5688-5180 http刈p.shoei.com 

WYVERN II 
価格： 4巧1450円 
3Dフルサポートインナー3を採用し 
た、待望のフル脱*システムを搭載， 

WYVERN II DIVINE 
师巧： 4万8625巧 
惩動感溢れるグラフィックスタイル 
はトライバルデザインを取り乂れた。 

RFX 
価巧： 2万曰3已0円 
RFDがフルモデルチIンジ，巧世代 
スタンダードフルフェイスモデル。 

問：SHOE! 
003-5688-5180 http ソ/jp.shoei.coma 

問：SHOE! 
003-5688-5180 http://jp.shoei.coma 

問：SHOE! 
003-5688-5180 http://jp.shoei.coma 

SHOEレシ; 

X-9 
価格： 4万30日0円 
嚴新アローボーテツクスベンチレー 

シヨン搭載の新世巧モデル登場。 

レッド&ブラック 
ブルー&ブラック 

シルバー&ブラック 

X-9 CASTER 
価格： 5万400円 
星をイメージした左を巧が称となるモ 
チーフを大胆かつ個せ的にデザィン- 

163 



RFX ORB 
価巧： 3万675日円 
-RFX"をべースに天体をイメージした 
立が感があるグラフィックを完成。 

問：SHOEI 
003-5688-5180 http://jp.shoei.com 

DYNA - DJ 
佩S :1巧8800円 
妥協なき追求で、世界で最も族しい 
といわれるSNELL 2005規格を取得。 

問：南海部品 
006-6344-1581 http://www.nankaibuhin.co.jp 

EXTREME Capirossi RにLA 
価格： 8巧7150円 
ロリス•カピロッシのグラフィック 
モデルが、リズラブルーで新登場。 

問：エトスデザイン 
0078-747-5255 http://ethos-design.info 

ガンメタリック 
マットブラック 

ホ*7イト 
ディープブラック 

C3 
価格：巨万百990円〜6万扫040円 
空力学を基に開発最適化、高速ツー 
リング時に高いポテンシャルを発揮。 

問：シユーベルトヘルメットジャバン 
0053-486-4030 http'V/www.schuberth.ip 

RE已 
価巧： 2万415日円 
轻量化シIル採用のあ実仕様、トリ 
ブルベンチレーシヨンで快適装着。 

巧：ホンダモーターサイクルジャバン 
003-3988-0834 http:：如州.honda.co.jpxがktacc的扣口化 

SHOEレショ—エィ 

MULTITEC 
価格：已万5650円 
すべてにおいて新設計，機能を極め 
たプレミアムシステムへルメット。 

問：SH0EI 
003-56朗-5180 http://jp.shoei.com 

レッド&ブラック 

DYNA- NE0 
価ネ各：1万6800円 
ポップなファニーフェイスに规めら 
れた、優れた高性能。MFJのお墨かき。 

問：南海部品 
田06-6344-1581 http://www.nankaibuhin.co.jp 

EXTREME GAMBLE 
価格：日万7150円 
ルーレットやサイコロなど、アメリ 
カンドリーム全開のド派手さが人気。 

問：エトステザイン 
0078-747-5255 http;//ethos-design.into 

S 
M 

XL 

ソリッド 

AC-n J CArbon 
価格； 5万白8已0円 
欧米で人気の高い巧異の轻さと剛性を 
誇るフルカーボンファーバーシェル。 

問：アールエスタイチ 
0072-874-3268 http://www.rs-taichi.co.jp 

Roll Gahn/口ール/(—ン 

ブラック/ホワイト 
マットブラック 

YF-日 
佩格：1万8900円 
ロング七ラーモデルの最新進化形、 
一展のまをしたライデイングを約束。 

問：ワイズギア 
00570-050814 httpWwww.ysgear.co.jp/mc/ 

PROFILE Majestic 
価招：S万400円 
次世代シてルPBCしCを採用0 "践取" 

を大胆におaした個性的なデザインC 

VECTOR Eternal 
価格： 4万20日0円 
躍動感あるドラゴンを施した、東単 
オリジナルグラフィックモデル. 

SPENCER SPECIAL 
価格： 6万3000円 
ち説のフレディ-スペンサーのレブ 
リカ。待望のロス.カラーが登場ご 

Street Bandit 
価格： 4巧4000円 
荒くれ者のををもつ迫力のフオルム 
は、スネルドット規格適合のを全設計。 

SPEC 1R Solid 
価格： 5万400円 
安全面を考應した高いホールド性を誇 
る、日本専巧せ様のソリッドモデル。 

SPEC 1R WHITE FLOWER 
価格： 6万6990円 
ガラスラメ塗す斗化上げとイタリアンデ 
ザインの融合による卓越した美しさ。 

m:力5ヤトレーディング 
00493-36-1090 http://www.kami-tra.co.jp 

ブラックマット 

S1 pro 
価巧：己万朋已〇円〜白万900円 
ダイナミックな進化で世巧の頂点を 
極めたツアラースポーツプレミアム。 

問：エトスデザイン 
0078-747-5255 http;//ethoS'design.info 

R1 
価巧： 5方77已〇円〜6万40已〇巧 
物理学-巧動力学に基づいた純粋に走 
りを楽しむためのエントリーモデル。 

問：エトスデザイン 
任078-747-5255 http://ethos-design.info 

C2 
価格：妨1950円〜6方日250円 
アドバンスドフリッブアップを採巧し 
保れた薛肃性能と低空力抵抗を誇る。 

問：シューベルトへルメットジャパン 
0053-486-4030 http://www.schuberth.jp 

AC-11J Solid 
価格： 2万62已0円 
ち新锐システムで開発されたアドバン 
スド.ファイバーグラス帽体を採用。 

問：シューベルトヘルメットジャパン 
〇〇的-486-4030 http://www.schuberth.jp 

CL-1己 Solid 
価裕： 2万41己0円 
革新ワンタッチシールドラチェットシ 
ステム搭載でシールド交換が手投じ。 

問：シューベルトヘルメットジャパン 
な053~486-4030 http://www.schuberth.jp 

Sy-Max 
価格： 3万吕5白0円 
3Dシールド構造を採用し、安をおと 
才ープンフIイスの快適さも実現。 

問：アールエスタイチ 
0072-874-3268 http；//www.rs-taichi.co.jp 

問：アールエスタイチ 
0072-874-3268 http://www.rs-taichi.co.jp 

問：アールエスタイチ 
0072-874-3268 http://www.rs-taichi.co.ip 

FF-R II 
価巧：1万7115円 
充実のを本性能に力日え、特殊巧おが 
を採用しマイナスイオンで癒し効果C 

ラバートーンブレー 
YJ-6 II 
価格：呂万3100円 
装を性-開放感を寞現した2 W A Yシ 
ステム搭巧の々世巧ユーテイリテイ。 

OGK/ォージーヶー 

シルバー 
ブラ ック 

FF-己 
麻巧： 3巧9900円 
径を化を巧能じしたカーボンコンボ 
ジット帷体を採用した新城能一が型。 

問：ワイスギア 
a0570-050814 http://www.ysgear.co.jp/mc/ 

p=a:オージーケーカブト 
006-6747-8031 http://www.ogkhelmet.com 

段!：オージーケーカプト 
田06-6747-8031 http://www.ogkheimel.com 



Teleos III SHARROW 
吕万790円 
いつでも快適なクールマックス(R)を 
採用した、グラフィックモデル。 

Blower 
価巧：1万890□円 
トップフューエルのドラッグレーサ 
一をイメ ージした戟閱的なデザインこ 

CR-700 
価巧：1万78日0円 
2箇巧設けられたベンチレーシヨン機 
偶でシールドの暴りやムレを控ミ成。 

SF-10 
価格：1万47日0円 
洗なされたなホルダーレスシールドが 
巧徴的。サイブラインナップも巧実こ 

DEVIL 
血巧：已万2290円 
定脱可自目なデタツチヤブルチンガー 
ドで、2種類のスタイルをセレクト， 

DEVIL BLACK METALICA 
価巧： 5万5440円 
帽かをメタルバウダーで散りばめた 
巧範なシャイニーブラック仕上け‘. 

OPEN 

FACE 

Araレアライ 

ブラック 
SZ-Ram3 フラットシルバ- 

価格： 4万2000円 
強くておいcicとエッグシエイブド- 

フオルムを採用し、高い安全性を誇る。 

Araレアライ 

SZ-Ram3 ST巨ししA 
価巧：S万4。。円 
才-プンフェイス巧サイド-エキゾース 
トシステム搭巧のグラフィックモデル： 

SZ-f 
価格： 3万7800円 
シールドの簡単脱寅を巧うスーパーァ 

ドシスLRSをはじめとした新機能满載C 

SZ-f RETRO 
価格： 4万吕000円 
卜ータルバランスじ後れたS之-Fの、 
クラシカルなグラフイックモデル。 

SZ-alll 
価格： 3万2已50円 
Aィバーリブ構造採用、闻性感を向上さ 

せたSZシリーズの巧べーシックモデル。 

J-FORC巨川 
価格： 4万4100円 
新構造エアロエッジスボイラーが抜辭 
の整流効果を発揮し高速安定巧を向上。 

J-F0RC巨川呂RAVE 
価格：己巧M已0円 
プレミアムオーブンフェイスJ-F0RCE III 

に相応しい待望のグラフィックモデル、- 

J-STREAM 
価格： 3万目325円 
完成されたシルエットと富性能を誇る 
数々のシステムは、快適な走行を約束， 

問：アライへルメット 
な048-641-3825 http 州vww.arai.co.jp 

問：アライへルメット 
0048-641-3825 httpjAvww.arai.co.jp 

問：SHOE 
行03-5688-5180 http://jp.shoei.com 

問：SHOEI 
003-5688-5180 http://jp.shoei.com 

問：SHOEI 
任03-5688-5180 http ぶjp.shoe し com 

ファン必見！ 
V. □ッシのレプリカモデJレび登場 

17歳で口ードレース世界選手権に璧星のごとくデビュー、 

数々のワールドチャンピオンに輝きレースでは圧倒的な強さ 

をみせながら、陽気で親しみやすいキャラクターから世界中 

でファンをもつグランプリライダー、バレンテイーノ •ロッ 

シ。彼を筆頭に多くのMotoGPライダーが愛用し、日本での知 

名度を一気に高めたイタリアTagvJのへルメット。購入は巧 

J-STREAM POLAR旧 
価格： 4万5巨7已円 
新作グラフィックモデルは、見る角度 
によって色が巧化するパールカラー。 

J-STREAM Amo 
mm:斗万ち67ち円 
エレガントという言葉が相応しい、J- 

STREAMの第2弾ブラフイックモデル。 

J-STREAM MOVER 
価格： 4万日67已円 
クロスするシルバーアクセサリーがモチ 

ーフ、ファッショナブルなグラフィックC 

能なものの、を全規格（JにやSGなど）を受けていないため、 

残念ながら現在日本の一般公道では使用できない。 

ぷヨーロッバ規格(E2205)には適含 

段!： SHOEI 
a03-5688-5180 http://jp.shoei.com 

問：SHOEI 
003-5688-5180 

問：SHOEI 
httpy/jp.shoei.com 003-5688-5180 http ソ/jp.shoei.com 

TOHTAN/i 

価格： 4万88已0円 

agv GP-PRO Gothic46 
呪8呂50円 
SにE : S/M/LVXL/XXL 
COLOR : yellow/white 

8巧9呂已0円 
SIZE; XS/S/M/L/XL 

SZ-Ram III STOUT 
価格： 4万7250円 
クランシックなスボーティカラーの巧装 
は、福上最新いイフィッティング仕梯。 

ホクイ 
ブラック 

SZ-F FUN 
価格： 4万2000円 
飽きのこないモノトーンのシンプルさを 
活かし、動きのあるビンストをデザイン。 

価巧： 
実巧性を念頭に、を全せヒ快適性への追 
求じよって露生したシンプルイズベスト。 

チャンピオンを巧回した07年茜用のロンシがウィンターテスト湖間中使巧 
レプリカモデル。イエローとホワイしたものと同じタイブ〇全世界で2500 
トバージョンを設定。 個という限を版レプリカ： 

agv GP-Tech Dreamiime Limited 

問：東単 
003-5427-3100 http;//www.tohtan.com 

問：東単 
003-5427-3100 httpy/www.tohtan.com 

問：東単 
003-5427-3100 http://www.tohtan.com 問：agv JAPAN 巧0569-32-3797 http://www.avg-japan.com 
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CL-33 graphic 
価格：1巧3650円 
通常の概をを打ち破る、ワンタッチ 
シールドラチェットシステム採用。 

巧；アールエスタイチ 
巧072-874-3268 http://www.rs-taichi.co.jp 

M0M0 DES旧N/巧デサイン 

瓜 
ガ: 

トブラ 
シルバ— 

ガンメタリック 
アイボり一 
メタレッド 
メタブルー 
タイエ□- 

ピンク 
FIGHTER 
価巧： 4万914日円 
コンセプトに基づいて、ひとつひと 
つじこだわったバーツ造形が特徴。 

問：モIUモーダ 
な03.5閱7-8567 http加vww.moねrimoda.com 

MOMO DESIGN/巧デザイン 

W マットブラック 
シルパー 

ガンメタり ッ 
アイボリ 

FIGHTER PLUS メ^だS 
価格：已万7750円 ビン 
ユーテイリティの高さに加え、リ. 

チなカラーリングで注目のモデル， 

価格：白万5940円 
日本限をカラー仕様で販売される 
MOTONAVIとのコラボレーシヨン。 

MOMO DESにN/モモデザイン 

トブラック 
ダークブレー 

オレンジ 

ESSENZIALE 
価格： 4万93百0巧 
テクノロジー&エレガンスという世界 

觀をもったプレステージへルメット。 

問：モトーリモーダ 
003-5537-8567 http://www.motorimoda.com 

h かい nwづ 

W 
A レ-シングレッド 

モデナイエロ- 
ブラック 

ROSSO 
価巧：色万目00円 
愚先端のイタリアンテクノロジーじ 
よるエアロダイナミックなフオルム。 

MOMO DESIGN/モモデサイン 
/BS1 

慰P吉 
で，^ ^^^^ジャガ-グリ-ン 

インペリアルブルー 
^^A ポリッシュクり-ム 

スモーキーブレー 

Hurricane 
価な；已万400円 
ヴインテージバイクのが料タンクを 
モチーフじ最新テクノロジーを融合。 

ットブラック 
トアイボリー 
シルバー 

MINI MOMO ピンク 
価格： 3万白目90円 
TPOじあわせて選べる、豊寓なカラ 
一が搞ったライトなデザイン，， 

砸巧： 5万8日00円〜7万2450円 
才ーブンフェイスの快適性に加え、 
フルフIイス並みの安全性を誇る： 

み 
JS-3 
耐巧： 5万14日0円 
シリーズ最新塑はデザイン性とを力お 
性を追ボした究極スボーツフォルム， 

問：モトーyモーダ 
003-5537-8567 hltp://www.motorimoda.com 

問：モトーUモーダ 
003-5537-8567 http.y/www.motorimoda.com 

問：モトーリモーダ 
。〇3‘5的7-8567 hltp州vww.motorimoda.com 

問：シューベルトヘルメットジャパン 
0053-486-4030 h 咕:か www.schuberth.jp 

JS-2 
価格：胡7800巧 
シャツターを閉めるとわかる、一が 
感が原立つシルエットは富せ能の証。 

価格： 3万345円'f二ごご卜 
4種類8個のベンチレーシヨンを採用 

t尖適なクールライドを実現。 

GEAR/ワイスギア 

JG1 
価格： 2万20己日円 
十分な基本性能を確が、メンテナン 
スフリーで巧れたシール性をがつ。 

SZ-RAM II YAMAHA CRANK 
価格； 5万2550円 
ネイキッドモデルの胥太な迫力をモチ 
フとした、グラフィックデザイン。 

YJ-5 II 
価格：1万6800円 
さらなる完成度で登場した、人気の 
ゼニスシリーズ待望のニューモデルっ 

問：ホンダモーターサイクルジャバン 
003-3988-0834 http://ttww.hondaのj帥iktacces扣喊 

問：ホンダモーターサイクルジャバン 
な03.39妨*0834 htlp;//www.hofKJa.co,jfV邮e-acc8ssoriが 

問：ワイズギア 
な0570-050814 http://www.ysgear.co.jp/mc/ 

問：ワイスギア 
a的70-050814 http://www.ysgear.co.jp/mo' 

□GK/オペーケー BAFITON/k-卜 

シャイニーレ7ド 

STRAX/ストラッ 

SF-5 Lea winds 
価巧：郎吕0円 
先進人間工学じ基づいたネオ-エルゴ 
ノミクスフオルム搭載の巧スタイル。 

ELECTRA 
価格：1万3440円 
クリアシールド標を仕なじなった、巧 
感觉スポーツアクティビティモデル. 

ブラックXオレンジ/ブラックフレア/ホ7イトフレア 

BC-9 
価格：1方680□巧 
スモールジェット+バブルシールド 

■が型を継承した、新型ジIット。 

■■ ブラック 

SJ-4 
価格：1乃2600円 
大塑ベンチレーシヨン機植搭載で、を 
全でげ遮なライディングをサボート。 

CROSS/クロス 

雲…S 
ガンィタリック 
ワインレッド 

CR690 
価格：1巧26日0円 
メッシュ巧装、エアインテークなどを 
本性能をカバーしたマルチジェット： 

問：ワイズギア 
00570-050814 httpy/www.ysgear.co.jp 

問：才ージーケーカブト 
006-6747-8031 http://www.ogkhelmet.com 

J-ドエ巣 
な03-3912-2751 http:リ www.weblead.co.jp 

問：リードエ業 
003-3912-2751 httpy/www.weblead.co.jp 

STYLE 

CLASSIC DC 
価巧：呂万扫3已0円 
最新性能のコンパク 
ラシカルなエッセンスをマッチング。 

エルに、 

CLASSIC SW 
価格： 2巧73。0円 
本格的なストーンウォッシユ天がまを 
取り入れ、通気性と高級感をアップ。 

S-70 
恤巧：1万臣800円 
確かな安全性を誇る、才ープンフェイ 
スのべーシックロングセラーモデル: 

マツトメタル 
ゴールドブラウン 

FREEDOM 
価格： 2万2050円 
离ぃ安全性を保ちつつ、可能な限り 
コンパクト性を追求した新フオルム。 



SHOEレミ 

ブラック 
マットブラック 

FREEDOM HEARTS 
価格： 3巧3600円 
後頭部じを樹的なスカルデザインを 
巧した、クールなグラフイック。 

FREAD0M RAT-FINK 
価格： 3巧1已〇0円 
ァメリカを代表する人ちキャラクタ 
-ラットフィンクとのコラボが実現。 

classic-SW STOUT 
価格； 3万呂日已0円 
剛く程く、そしてコン"クトじ、を 
主軸にクラシカルなイメージを追求. 

NANKAレナンカイ 

ブラック 

NMJ-0己 SKULL 
価格： 7如0円 
ストリートジェントのニューカマー 
は、スカルが描かれたワイルドな風貌- 

:南巧部品 
006.6344-1581 http://www.nankaibuhin.co.jp 

FOURTH BUT FIRST 
価格： 3万96目0円 
60年代初頭アメリカ空軍のバイロ •: 

卜が使用したヘルメットがモチーフ。 

オフホワイト 
シルバーフレーク 
ゴールドフレーク 

GT-METAL FLAKE 
価格： 3万46日0円 
70年代リリースiU来幅広い人気。米 
国メタル•フレーク巧のフレーク塗装。 

EXTRA BUCO llll 
価格； 3万240円 
己UCOならではのシャープでバランス 
のをい、エキストラサイズモデル。 

問：トイスマッコイ 

amipad FPF3 
砸巧： 89呂已円〜1万102己円 
バリエーシヨンに宮んだカラーリン 
グとサイズ。ゴーグルも標準裝谎。 

問：ホンダモーターサイクルジャバン 

Vyzvy JJ1 
価格：1万7010巧 
バイザーを巧ければスポーテイジエ 
ットタイプに巧身.,PSC-SG規格適合。 

問：ホンダモーターサイクルジャパン 
©03-5766-1703 http:/Avww.toys-mccoy.com 公03-39胡*0的4 h佩''www.honda.co.がbike*accessorieが B03-3988-0834 hnpi',wwwhonda.co.jp，Wke‘accessories/ 

HANDSTITCH PLANE 
価格： 2万呂050円 
レザーとステッチを拖した60年巧の 
ビンテージヘルメットを本格複刻。 

問：立巧 
003-3655*4811 http ツwww.tachibana-h が met.com 

SUPER HANDSTITCH 
価格： 2万2050円 
センターのチェッカラインが印象的 
な個性が。専用SHMバイザーも装備じ 

問：を巧 
003-3655-4811 hnp：//www.tachtbana-helmet.com 

クレッド 

FLAKE ぶ:為ご- 
価格： 2巧4150円 
目0を巧スタイルをベースに新技術で 

プロダクツされたオリジナルシェル。 

問：立な 
003-3655-4811 http 州ww.ねchibana-helmet.com 

SHMOLDSCHOOUmw-ivhw-iv OGK/ SPEED MAX/化-巧•ノクス 

U.S.A 
価巧：巧已200円 
70年代のァメリカンバイカームービ 
-を彷棋とさせる完全な刻モデル。 

問：立な 
003-3655-4811 http;.vwww.tachibana-helmet.com 

Spindlle 
価格：1万52S5円 
最新素がとフXイクレザーを調ネ日させ 
た、ヴィンテージ風ニュースタイル。 

間：才ージーケーカブト 
006-6747-8031 http://www.ogkhelmet.com 

RADIO G2 
価格：1巧102己巧 
スボーティなストライプが印をのな、 
機龍満載のストリートジェット。 

問：才ージーケーカブト 
006-6747-8031 httpjVwww.ogkhelinet.com 

ブラック&ホワイト 

NMJ-02 Dragon 
価格：已700円 
個性派ジI 'ソトが続々巧登場。ワン 
タッチバックル採用で装葡も巧単に. 

P這：南巧部品 
行06-6344-1581 http://www.nankaibuhin.co.jp 

ALMINI 
価巧： 3万412己円 
米国メタル-フレーク巧製アルミ素が 
をべースじしたスボーテイジェット. 

問：トイスマジコイ 
任03-5766-1703 htIpWwww.记ys-mccoy.com 

ホワイト 
アイボリー 

マ ツ トガンメタ 
jums S ホヮィト 
価格：1万己22已円 
ホンダをを徴するウイングのグラフイ 
ックなどメッセージ性が高いシェル 

Peg:ホンダモーターサイクルジャパン 
003-3988-0834 htlpi.’/www.honda.co.jp化お.accessories 

ROCK WHISKY A Go-Go 
価格： 2万94日0円 
伝説のライプハウスWhisky A Go- Go 

がモチーフ。版定シリアル入り。 

巧：立巧 
003-3655-4811 http ソ/WWW.ね加 bana-helmet.com 

BC-6 
価巧：1万3650円 
多彩なカラーバリエーシヨンが揃っ 
たをを人気のスモールジェット。 

問：リードエ業 
003-3912-2751 hHp:ジ vvww.weblead.co.jp 

NMJ-03 CRAVE 
価格： 6700円 
流線塑のグラフィックが印象的、コ 
ンバクトかつフイ’ソト感も巧群•. 

問：南巧部品 
凸06-6344-1581 http.7/www.nankaibuhin.co.jp 

Buco/ブコ 

シルバー&ブラック 
アイボリーホワイト&ブラ7ブ 

BABY BUCO LATE 6日’S STYLE 
価格： 3万に90円 
要望に応えて登場したスタイルセン 
夕ーストライブ&ロゴバージョン- 

ゴ 
S/M 
M/L 

問；トイスマッコイ 
扛03-57目6-1703 http-7/www.toys-mccoy.com 

卜1〇11〇13/ホンダ 

jums B 
価格：1方吕390円 
快適なストリートジェット豊まな 
オプションでカスタマイズも可能。 

問：ホンダモーターサイクルジャバン 
003-39妨*0334 htlp:*/www.horxJa.co.ip-ttke-cCcessories 

バイオレット 
ピンク 

ROCK CBGB BOY 
砸裕： 2方940日円 
バンクロックの聖地、クラブハウス 
CBGBとの人気コラボレーシヨン 

問：立な 
003-3655-4811 htIp:7www.Iachibana-helmet.com 

SHL2 
細な：1巧36己0円 
シルバーモールを祐された、クルー 

ピ ュー テイなスモール ロー ジェット 

問：U—ドエ業 
003-3912-2751 http://www.webleacl.co.ip 
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OFFROAD 

MODEL 

ブラスブラック 

TOUR-CROSS 2 
血巧： 4万51已0円 
F-1巧ヘルメットのテクノロジーから 

生まれた新世巧オフロードシェル。 

Pぶ；アライへルメット 
0048-641-3825 httpWwww.arai.co.jp 

ブラック 

V-Cross3 
価括： 4万3050円 
运离技術から生まれた常識を巧す、 
オフロードヘルメットの新スタイル。 

問：アライへルメット 

V-Cross NARITA 
価巧： 5巧2500円 
を日本のデイフェンデイングチャン 
ピオン成田壳選手のレプリカモデル。 

問：アライへルメット 
0048-641-3825 http://www.arai.co.jp な048-641-3825 http://www.arai-CO.jp 

SHO巨レショ—ェィ SHOEレショ. 

マットメタリック 

VFX-DT ATUTA 
価巧： 5万3550円 
モトクロス全日本選手権チャンピオ 
ン、熱困孝富選手のレブリカモデル。 

問：SH0EI 
003-5688-5180 httpi/^p.shoei.com 

ブラック 

HORNET DS 
価格； 4巧4100円 
3Dデザインシールドがもたらすワイ 
ドな視界、進化したデュアルスポーツ。 

問：SH0EI 
003-5688-5180 http://ip.shoei.com 

ブルー 

VI STRIPER 
価巧： 4巧日1己0円 
大幅な程量化に成巧した巧異のI350g。 
程やかな最高のフイツト愚を提供。 

問：ダートフリーク 
任0561 -86-8301 httpV/www.dirtfreak.co.jp 

HJC/hjc 

TRACER 
価格： 2万62已0円 
せ能、デザインじ妥協せずコストバフ 
才ーマンスも実現させた秀抜なメット。 

問：ダートフリーク 
00561 -86-8301 http://www.dirtfreak.co.jp 

HJC ノ HJC 

プルー 
ブラック 
レッド 

ブラック&シルバー 
ブ ラック & レッド 

ブラック&イエ□— 

TOUR-CROSS 2 LASTER 
価巧：已万35日日円 
相悍な印まのデザインがツアークロス 
2じマッチしたグラフィックモデル。 

PS:アライへルメット 
任048-641-3825 htlp://www.arai.co.jp 

Araレアライ 

己3-54 
已5-5巨 
57-58 
59-60 
61-62 

レッド 
シルバー 

V-Cross WINDHAM 
価格： 5万2500円 
AMAスーパークロスで活躍のケヴィ 
ン-ウインダムのレブリカモデル。 

問：アライへルメット 
tS048-641 -3825 http://www,arai.co.jp 

SHOEレミ 

モタードシルバー 
モタードブラック 

TX moねが 
価格： 4万3890円 
画期的なデュアルパーパスヘルメッ 
卜で走行にあわせた化様にチェンジ。 

問：アライへルメット 
0048-641-3825 htlp；//www.arai.co.jp 

ちHO£レシヨ-エイ 

ホワイト 
マットブラック 

パールグレーメタリック 

VFX-DT 
価格； 4万2000円 
更なる高々元でのポテンシャルアッ 
ブを追ホして誕生した最高峰モデル。 

問：SH0E1 
003-5688-5180 http://ip.shoei.com 

ホワイト&シルバー 

HORNET DS NAVIGATOR 
価格：百万2己00円 
モタードライディングを彷彿させるエ 
キサイティングなグラフィック仕様。 

問：SH0EI 
a03-5688-5l80 http://jp.shoei.com 

HORNET DS CLUSTER 
価格：日方14曰0円 
空力を極めたエアロフオルムを象徴す 
るかのようなしなやかなグラフィック。 

問：SH0EI 
003-5688-5180 http://jp.shoei.com 

AGENT Helmet-chaos 
価巧： 2万日400円 
MXメーカーにしか到違し得ない、極上 
のせ上がりのオフロードへルメット。 

問：ダートフリーク 
a0561 -86-8301 http://www.dirtfreak.co.jp 

AGENT Helmet-chaos DFA 
価格： 2万日400円 
個性的なグラフィックが原立つ、性能 
じ巧巧けされた洗練されたシルエット。 

問：ダー■トフリーク 
S0561 -86-8301 http://www.dirtfreak.co.jp 

ダークシルバーもシルバー 

ブラック&ブルー 

TX rnotard VDB 
価格：目万14百0円 
ハンドメイドのグラデーシヨン塗装 
による、迫力あるスタイルを完成C 

問：アライへルメット 
0048-641-3825 httpy/www.arai.co.jp 

レッド&ブラック 

VFX-DT METAL MULISHA 2 
価格：己万3己已0円 
全米拠点のフリースタイルモトクロ 
スチームMETAしMULISHAレブリカ。 

問：SH0EI 
003-5688-5180 http刈p.shoeしcom 

レツト7ブルー 

VI RACE 
価格： 2万目400円 
新設計のシェルはエントリーモデル 
とは感じられないをでた仕上がり。 

PcS:ダートフU—ク 
00561-86-8301 httpyAvww.dirtfreak.co.jp 

AGENT Helmet - Pipes 
価格： 2万9400円 
MXシーンじマッチするスモーキーでワ 
イルドなクラフイックモデルが登場一 

問：ダートフリーク 
田肋61-86-8301 http://www.dirtfreak.co.ip 

GIBSON/ギブソン 

AC-X2 injectors 
価格： 3巧4650円 
MXヘルメットの最上級モデル。充実 
した機能を完備したクールフXイス。 

問：アールエスタイチ 
Q072-874-3268 http://www.巧-は ichi.co.jp 

CS-X2 SCOOP 
価格；1方9白己0円 
全米No'1のシェアを誇るHJC、中でも 
人気の高いスクープのグラフィック。 

問：アールエスタイチ 
0072.874-3268 http://www.rs-taichi.co.jp 

CS-X4 BURN 
価格：1万2色00円 
流動的なグラフィックが映える上級モ 
デル、を全性と樸能性を高々元で両立。 

間：アールエスタイチ 
»072.874.3268 http:リ www.rs-ね ichi.co.jp 

DYNA- CROSS 
価格：1万2000円 
シャーブでスピード感あふれる媒巧学 
横様のグラフィックがダートで映える。 

問：南巧部品 
006-6344-1581 httpjAvww.nankaibuhin.co.jp 

X III 
価格： 2万1000円 
樣々な場面に対応する3wayシステム 
搭載。ニユーカラーも新たに加わった.: 

問：ワイズギア 
00570-050814 http://www.ysgear.co.jp/mc- 
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[輸出モデル] EXPORT MODEL 
■HONDA ■YAMAHA ■SUZUKI BKAWASAKI 

囚CBIOOOR . 

CB1300. 

CB1300S . 

CBFIOOO . 

C己F巨00. 

CB60OF HORNET. 

CBF600S 

CBRIOOORR 

CBR125R ... 

CBR600RR . 

CTl10 . 

因 GL1800 G日Id Win良•.… 

四 NT7Q0V Deauville. 

日SHI2已i . 

SHlSOi . 

SH30Oi . 

STl300 Panモuropean 

囚 \/araderol25 . 

VFR . 

口 XLIOOOV Varadero ..… 

XLフ〇OV Transalp. 

.170回目TllOO. 

.16日 0FJR130OA . 

.169 FJR1300AS. 

•170 FZ6 Fazer S2 . 

171团 MT-Ol. 

171 下DM900. 

171 TT-RllOE. 

169四 WR250F. 

171□XTS60R. 

•170 XT66OX. 

.172 XTZ125E . 

•168 XVT70DAS Road Star-- 

.168 XVI90OA Midnight Star 

•173 XVI90日CU RAIDER…… 

.173 XVS1300A . 

173田YWに5下. 

168 YZF-Rl. 

172 YZF-R6 . 

170 

1フ2 

172 

75 0 目OUにVARDC10白R • 

75 BOULEVARD M109R - 

7已 巨OUL巨VARD Ml 09R2 

フ6 EJDR目邑OSE. 

75 0GSX-R1OOO. 

77 GSX-R600 

78 GSX-R7百 a 

78 HHAYABUSAISOO. 

77日 SV650SAABS . 

77 0 V-STROM色已OA ABS .. 

78 

74 

74 

74 

74 

78 

76 

76 

179 n 1400GTR ■•… 

179因 ER-6f . 

179 ER-6n . 

181 m Ninja ZX-IOR 

180 Ninja ZX-6R - 

180 0Z1OOO . 

180 Z750 

180 ZZR1400•.… 

181 

181 

■182 

184 

.184 

•183 

184 

1扫3 

183 

1白2 

•义本試に表記してし、る車両本体価樹ま平成30年1巧1曰現在の参考砸格です。 
※横資登録手続きげ巧手数料および納車酱備科は編集部調べによる顧都河こおける平均的な値をもとにしてしげず。 
※各ゾーカーの問し、合わせ巧につし、てはP.1目1をごお下さい。 
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GU 800 Gold Wini 

Color Variation 

c=3ビユークーシjレバー■メタリック 
^フラツドスt—ンレツドメタUック 
HマンタレーフメタUック 

Price 

山巧。:別 要問い合わせ 

巧乂シミュレーション 

ま雨本が価格 一円 
おを登沒手爲きが巧手な料1万8000円 
巧お拴滿料 3万6000円 
税込み(5%)合計を巧 一円 

まJt巧 7500円 
白賠資なお料(37ヶ巧） 1万77如円 

快適かつを全なツレージングを提供 
ホンダが世界に誇る大型ツレーザー 
パワフルで滑らかなフイーリングをもつ1800CC水平が向6気筒 

エンジンを搭載する大陸横断クルーザー。CDプレーヤー、シ 

-トヒーター、温風/を風切り替えエアベンチレーシヨンなど 

バイクの域を超えた责睾な装備を満載する。さらに欧州仕様 

じはエアバックを塔載。安全面に関しても最上級だ。 

Specifications 
エンジン形ま 
排気量/ボアXスト□ーク 
圧縮率 
巧富出力/巧大トルク 
車爾重 
燃採 
点义方ま/おお方が 
タンク容量/オイル容* 
ミッション形ま 
サスペンション前/後 
ブレーキ前/巧 
タイヤ前パを 
フレーム形式 

水冷4ストS0HC2バルブ水平お向6気巧 
1832cc/74.0mmX71.0mm 
9-8:1 
118pS/5扣邮 m/17.0崎-nV4000rpm 
405kg 
—km/fi 
一/セルフ 
25.0 2/4.62 
5段 
正立テレスコピック/スイングアーム 
ダプルディスク/シングルディスク 
130/70-18/180/60-16 
ダイヤモンド 

を幅： 945mm 
シート奋： 740mm 
巧低巧上高：125mm 
ホイールべース：1690mm 
巧小回お半径： 3.3m 

ST1300もn-European 
ST1300/ \•ンヨーロビアン ■ 

- 
でールコスミックフラック 
モトンデイグ□一U—レッド 
デジタ/レシJレてーメタリック 

Price 

1地化ん巧巧;!! J 要問い合わせ 

巧入シミュレーション 

車両本が価格 一円 
検查畳短手統を代巧す巧巧1巧8000円 
巧車を巧料 3方6000巧 
税込みほ％)含計を巧 一円 

ま#巧 7500円 
自賠黄保榜巧(37ヶ月） 1巧7780円 

ロングツーリングをサボートずる巧実の装髓 
スタイリッシユなフオルムが美しいツアラー 
電動スクリーン、3段階調整可能のシート、大容量パニアケー 

ス など ロング ツー リン グが応の装備とスタイリッシュな優美な 

フオルムでヨーロッパで高い評価を受けているツアラーモデ 

ル。V4エンジンや4日^エアアシストフオーク&片す寺ちリアシ 

ョックなどマニアックなメカニズムも魅力的。 

Specifications 
エンジンお巧 
巧気a/ボアXストローク 

水;令4ストD0HC4バルブV型4気街 
1261 cc/78.日 mm X 66.0mm 

圧縮率 
巧高出力/巧大トルク 
車両重fi 

10.8 :1 
126p&巧000rpm/12.7咕 m/6000rpm 
324kg 

燃巧 —Km/e 
点义方ま/始お方式 一/セルフ 
タンク容置/オイル容量 29 6/4.75 
ミッションおま . 5段 
サスペンション前./後 正立テレスコピック/スイングアーム 
プレーキ前/巧 ダブルディスク/シングルディスク 
タイヤ的/後 120/70-18/170/60-17 
フレーム巧さま ダイヤモンド 

Size 

全長： 2270mm 

を幅： 860mm 
シート惠： 790mm 
巧低地上离：135mm 
ホイールべース：1490mm 
巧小固お半径： 2.9m 
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ボディとの一体感をもた5ず流麗なフォルム 
Vツインエンジン搭載のミドルツアラー 
大型フェアリングからサイドパニアケースまで流れるような一 

体感のあるフォルムが個せを高めるミドルツアラー。エンジン 

はブ□スに搭載され熟成に域に達した5どVツインをベースに 

排気量を680CCに拡大、フユーエルインジェクション（PGM- 

FI)化により、低速から高速域までトルクフルでハ‘ワフルな走 

りを提供する。またフォグランプ、トップケース、タンクバッ 

クなど快適な旅をサボートしてくれるオプションも充実。 

Price 

I地なMおLむ;! 要問いをわせ 

姐乂シミュレーシヨン 

車兩本が価格 一円 
徐杳蓉がキ統き巧行手なお1万8000円 
巧車お備が 3巧6000円 
说込みI占％)合きナ全お 一円 

歪;»化 7500円 
自赔黄巧除お(37ヶ月’‘ 1方7780円 

Specifications 
エンジンお式 
揉気置/ボアXストローク 
圧縮率 
巧寬巧力/巧大トルク 
を南蜜# 
燃结 
お义方ま/抬動方ホ 
タンク容量/オイル容量 
ミッション形ホ 
サスペンション前巧吏 
ブレーキ前/巧 
タイヤ前パを 
フレームおま 

水冷4ストS0HC4バルブV型2気苗 
680CC/81.0mmX66.0mm 
10.0 :1 
65.6ps/8000rpm/6.7kg-m/6500rpm 
257kg 
—km/fi 
—/セルフ 
19.76/3.2 2 
5段 
正立テレスコピック/スイングアーム 

120/70-17/150/70-17 
ダイヤモンド 

Size 

を長： 2218mm 

全幅： 810mm 
シート巧： 85mm 
巧低巧上离：156mm 
ホイールべース：1476mm 
巧小回杞半径： 3.2m 



CB1300S 
C81300S —三一"■一 

Color Vanation 

こ■ - — :ィト*て。.デ';?；:.だ'':Vし 
H : クメタリック 

Price 

じ地■ム巧;。U 要問い合わせ 

巧入シミュレーシヨン 

軍巧本が栖格 一円 
お宝登録宇持き巧巧手をお1刀8000円 
巧車爸偏巧 3万6000円 
お込みほ％)合計を巧 円 

ち量お 巧00円 
自お*巧検巧(37ヶ月） 1方7780円 

一円 

人気のスー/ くーボルドールのミ毎が仕様 
国巧仕様を凌ぐスペックを誇る 
スポーティかつ高速走斤に絶大な効果をもたらす大型ハーフ 

カウルの装着したスーパーボルドール。そのおか仕様となる 

CB1300S。夕f見上はスーパーポルドールとの差はないが、エ 

ンジン出力は約14psアップの114ps (欧I州仕様）を発揮し、よ 

りバワフルな走りを堪能できる。 

Specifications 
エンジン形ま 水冷4ストD0HC4バルブお列4ち巧 
巧ち»/ボアXストローク 1284cc/78mmX67.2mm 
圧巧を 9.6 ：1 
ft萬出力/巧大トルク 114.2p 抓50rpm/11.9kg-m/6000rpm 
車両重fi 269kg 
が巧 —km/fi 
点义方ま/始動方ま -/セルフ 
タンクを量/オイル容fi 21 e/4.05 
ミッション形ま . 5段 
サスペンション前/後 正なテレスコビック/スイングァーム 
ブレーキ前/巧 ダプルディスク/シングルディスク 
タイヤ前/を 120/70-17/180/55-17 
フレーム巧さま ダブルクレードル 

Size 

を長： 2220mm 

全幅： 790mm 
シート音： 790mm 
巧低i也上畜：135mm 
ホイールべース：1510mm 
巧小回お半径： 2.7m 

CB1300 
CB1300 

Color Variation 

力強し徒りでその魅力をいっそう高める 
欧州スペックのビックネイキッド 

Price 

ピ化！ム巧;!!:J 要問い合わせ 

巧乂シミュレーシヨン 

ま巧友が価格 一円 
おで登な手致を巧行手巧巧1巧8000円 
がま整がお 3巧6000巧 
巧込み巧％.I合計を巧 一巧 

ま童巧 7500巧 
きお«す呆挨巧は7ヶ月） 1万7780円 

一円 

才ーソドックスなメカニズムながらその飽きのこないスタイリ 

ングでデビューじ(来多くのファンをもつC巨1300スーパーフォ 

ア。C目1300はその海外化様のモデルである.，CB1300S同様、 

エンジンの最高出力は、114ps (欧州仕様）を発生。国内化 

様を上回るフルパワーのスペックが最大の魅力。 

Specifications 
エンジン形ホ 
巧ち量/ボアXストローク 
圧おを 
巧ま出力/巧大トルク 
ま两ま里 
お巧 
お义ちま/始お方な 
タンク容量/オイル容S 

水を4ストD0HC4バルブが列4気话 
1284cc/78.0mmX67.2mm 

—km/fi 
—/セルフ 

ミッションおホ 5段 
サスペンション前/巧 正立テレスコビック/スイングアーム 
ブレーキ前/巧 ダブルディスク/シングルディスク 
タイヤ前パを 120/70-17/180/55-17 
フレーム形ま ダブルクレードル 

全精： 790mm 
シート忌： 790mm 
话あ化上高：135mm 
ホイールべース：1510mm 
巧小回お半径： 2.7m 

CBR1000RR 

Color Variation 

M尸キレスブラックパブU ク（因で 
B ヴノ 'づ•一（日3) 

しヴこ•ピームホワイト（田, 
^ . ’ I一ニニィシヨン【日ぶ 
H 六川•エ-シヨン(US) 
mm - ブOJS) 
— ——ン\U5j 
こ口.[―.いおワイ‘、Xライトシ,‘ン；-グタリック(US) 

待望のレフソルカラーびラインアップ 
ABSの装着により戰闘力を高める 
世界最高峰の二輪口ードレース「MotoGP」。そこでiきった巧術 

を惜しみなくお入し、毎年進化を遂げてきたCBR1000RRは、 

スーパースポーツでありながら扱いやすく、多くのライダーを 

魅了してきた。巧年フルモデルチェンジが実施しているため、 

小を更に留まるが、09年モデルではクラスネ刀となるABSが装 

備され戦闘力を高めたCさらに待望のレプソルカラーもライン 

アップされ、豊富なバリェーションから選が可能となった。 

Price 

tが田:!■巧T!:】 要問い合わせ 

描入シミュレーシ3ン 

車両本体価格 一円 
お歪畳结手なきげ行手巧お1万8000円 
が車:をな巧 3万6000円 
巧込み巧％)合計を額 一円 

蜜«巧 巧00円 
白賠貪保按巧(37ヶ月:‘1万7780円 

Specifications 
エンジン形が 水冷4ストD0HC4バルブ巧巧4気® 
ホち量/ボアXストローク 999.8cc/76.0mmX55.1mm 
圧巧を 12.3 :1 
巧萬出力/巧大トルク178Pが2000rpm/り胤g-m:8500rpm 
車両重;！： 199kg 
燃ち -6 
み义方ま/おか方が 一/セル 
タンク容a /オイル容蛋 17.7 g /3.7 S 
ミッションおホ 6段 
サスペンション前/巧 倒立テレスコピック/スイングアーム 
ブレーキ前バ吏 ダブルディスク/シングルディスク 
タイヤ前/を 120/70-17/190/50-17 
フレームお式 ダイヤモンド 

を幅： 685mm 
シート离： 820mm 
おあ地上富：130mm 
ホイールべース：1410mm 
巧小回お半径： 3.2m 
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CBF1000 
CBF1000 

Color Variation 

1=1； ^-ルクールホつ仆 
I* /てールヴィレンレッド 
醒;てールナイトスターフラック 
C=3クエーサーシルバーゾタリック 

Price 

I巧な]ぶ!!'要問い合わせ 

巧乂シミュレーシヨン 

車両本が価お 一円 
おを登な手技き巧巧手巧お1万8000円 
巧車を巧料 3万6000円 
税込み(5%)合計をお -円 

重里巧 7500円 
自賠資巧険ネ斗(37ヶ巧） 1巧7780円 

ライダーの体型に合わせて最適な 
ポジションが得5れる調整機能付き 
CBFシリーブのトップモデルで、エンジンは旧CBR1000RRの 

直4DOHCを搭載。最高出力は98psに抑えられているが、低中 

速域重視のセッティングを施すことにより、扱いやすいエンジ 

ン特性となっている。シートとハンドルには調整機能が備わっ 

ており最適なポジションを得ることができる。 

Specifications 
エンジ^おま 水冷4ストDOHCMバルブお列4ちな 
排気量/ボアXスト□-ク998cc/75mmX56.5mm 
圧搞を 11:1 
巧富出力/巧大トルク 98ps/8000rpm/9.5kg-m/6500rpm 
車:兩重量 
燃お 

242kg 
—km/6 

お义方式/始動方ま 
タンク容量/オイル容量 

—/セルフ 
196/3.66 

ミッションおが 
サスペンション前/巧 
ブレーキ前/巧 
タイヤ前パを 

6段 
正なテレスコピ7ク/スイングアーム 
ダフルディスク/ディスク 
120/70-17/160/60-17 

フレーム形式 モノバックボーン 

Size 

全長： 2156mm 

全垣： 781mm 
シート高： 795(+15)mm 
巧低iを上富：130mm 
ホイールべース：1480mm 
巧小回お半径： 2.8m 

CB1000R 
CB1000R 

Color Variation 

^ソードシルバーメタリック 
mm) f-jけイトスターフラック 

Price 

[2^2222323 166万円 

巧乂シミュレーション 

車両本が価お 158万952円 
お查登録手続き巧巧手を料1万8000円 
巧巧おが料 3万6000円 
巧込み(5%)合計をお 171巧6700円 

ま：！税 7500円 
自賠資巧お巧(37ヶ巧） 1万7780円 

面!狂な!3174万1980円 

個性び際立つアグレッシブなフォルム 
新時代を担うスポーツネイキッド 
ホーネット900の後継モデルとして登場したニューウエボン。 

エンジンは07年CB1000RRの直4DOHCを搭載。そのアグレッ 

シブなフォルムにぴったりなユニットいえる。最高出力は125ps 

をマークし、その走りはバワフルそのもの。低中速域重視のセ 

ッティングにより、市街地でも扱いやすい。 

Specifications Size 

VFR 

Color Variation 

^キrンディグ己ーリーレッド 
H V—-ドシルバーメタリック 
こ■パールヴンビームホワイいブラフマイト乃ック 

Price 

DSBn巧犯‘3 要問い合わせ 

巧入シミュレーション 

革両本巧価括 一円 
榜を登な手持き巧巧手をお 1万8000円 
巧車を巧巧 3万6000円 
税込み(5%)合計をお 一円 

重量巧 7500円 
自お資保除料は7ヶ月） 1万7780円 

1リP…U巧! —円 

VTECの採用により進化したV4ユニット 
完成の域に達したスポーツツァラー 
80年代後半から90年代にかけて国内かのレーシングフィール 
ドで活躍したV4エンジンを搭載するスポーツツアラー。V4エ 

ンジンはVTECイヒにより高回転域でのパワーを損をわず、低中 

速域でもトルクアップを実現。街中からワインディングまでス 

テージを選ばず気持ちよく走ることができる。 

Specifications 
エンジン形ま 
排気量/ボアXストローク 

一永を4ストD0HC4バルフV型4気巧 
782cc/72.0mmX48.0mm 

圧縮を 11.6 :1 
巧离出力/巧大トルク 109pが0500rpm/8.1 kg-nV8750rpm 

車両重fi 244kg 
燃巧 —km/C 
点火方ま/お勤方ま —/セルフ 
タンク容fi/オイル容量 22^/3.8 6 
ミッションおま 色段 
サスペンション前/巧 正立テレスコビック/スイングアーム 
ブレーキ前/後 ダブルディスク/シングル兵ィスク 
タイヤ前/巧 120/70-17/180/55-17 
フレームおが ダイヤモンド 

Size 

全長： 2120mm 

全幅： 735mm 
シート富： 805mm 
巧お地上高：125mm 
ホイールべース：1460mm 
巧小回お半径： 3.2m 

CBR600RR 

Color Variation 

〔コバールヴンビーム'でワイト（E 
wmmイタリ:Pンレッド（HD) 
Hブラフアイトフラック(m 
nパールホワイトXバールブレッド(US) 
Bフェニックス(US) 
C■レッド、ブラック(US) 
UブラックXブライトクリーンメタリックCUS) 
■.ベタUックフラックCUS) 

Price 

1■化な■ムEたr，"j 要問い合わせ 

巧乂シミュレーシヨン 

車両本が価巧 -円 
樓を登巧手結き代巧手巧が 1巧8000円 
巧車整備料 3万6000円 
税込み巧％)さ計を巧 —円 

を量税 7500円 
自賠貴な険おは7ヶ月: 1巧7780円 

一円 

レースフィールドからフィードパック 
細部を見直ずことで大幅に戦闘力向上 
国内仕様もリリースされるCBR600RRだが、輸出仕様は120ps 

を発生。極限まで軽量化されたコンパクトな車体により、ス 

テージじよってはリッタークラスのスーバースポーツをカモる 

実力を秘める。09年モデルでは1000RR同様ABSを採用。コ 

ントロール性に優れ安を感のあるブレーキングが可能だ。 

Specifications 
エンジンお式 水冷4ストD0HC4バルブあ巧蜂簡 
がち量/ポアXストローク 599cc/67mmX42.5mm 
圧結率 12.2 :1 
巧苗巧力/巧大トルク 120ps,’'13500rpm/6.7咕m/U250rpm 
車兩重* 184的 
が資 一knVC 
点义方ま/始お方が 一/セルフ 
タンク容a/オイル容量 185/3.5 6 
ミッション形式 6段 _ 
サスペンション前/巧 煩立テレスコピパク/スイングア—ム 
ブレーキ前/巧 ’ダブルディスク/シングルディスク 
タイヤ前/巧 120/70-17/180/55-17 
フレームおま ダイヤモンド 

Size 

き:長： 2010mm 

を幅： 685mm 
シート离： 820mm 
巧低i想上畜：135mm 
ホイールべース；1375mm 
巧小回お半径： 3.2m 
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CBF600S 

Color Variation 

IH :.—ん.フィジープJ卜 
^ でトスターブラック 
巳巧クエーヴーシJWトメタリツク 

Price 

I;拙iL巧nn 要問い合わせ 

巧乂シミュレーシヨン 

ま巧本が価お -円 
巧を登録手疾き代巧手なお1巧8000円 
巧巧を巧巧 3方6000円 
槐込みほ％)さ計を巧 一円 

重量お 7500円 
自賠責がおお(37ヶ巧） 1万7780円 

高速を巧で絶大な効果を発揮する 
A—フカウルを標準装着 
CBF600にハーフカウルを装着され、スポーツな雰囲気十々の 

600S。CBR600RR譲りの直4D0HCのん、臓が与えられ、走り 

にいっそう磨きをかけた。フユーエルタンクは20「の容量が 

確イ呆され、ロングツーリングにもが応。オプションのパニアケ 

ースを装着すればツアラー仕様に仕上げられる。 

Specifications 
エンジン巧さ式 
巧ち置/ボアXストローク 

水冷4ストD0HC4バルブが列4気窗 
599.3cc/67.0mmX42.5mm 

圧結を ■ fl.6 :1 
巧客出力/巧大トルク 77.5p が105抓 rpm/6.0kg-m/8250rpm 

幸兩奎量 217kg _ _ 
が巧 —km/fi 
お义方式/おお方ま 一/セルフ 
タンク容■/オイル容量 20.0 8/3.5C 
ミッションがま - 6段 
サスペンション前/巧 正なテレスコピック/スイングアーム 
ブレーキ前/巧 ダブルディスク/シングルディスク 
タイヤ前/巧 120/70-17/160/60-17 
フレーム形ま モノバックボーン 

全幅： 765mm 
シート奋： 785 (+-15) mm 
巧低化上富：130mm 
ホイールべース；1490mm 
巧/j、回お半径： 2.8m 

CBF600 
CBF600 

Color Variation 

クエーヴーシJレバ-■メタリック 
wmm :レアンパーイエロ〜 

Price 

げ-杜ム巧:細 要問い合わせ 

巧乂シミュレーション 

車巧本が価お -円 
巧を畳録手技き巧巧手巧お1万8000円 
巧まを巧巧 3方6000巧 
税込みほ％)合計を巧 一巧 

重*お 7500円 
呂賠黄なお巧(37ヶ月） 1巧7780円 

一円 

体格に合つた最適なポジシヨンが得!5れる 
便利なシート高調碧機能を備える 
ジャストサイズのネイキッドモデルとして欧州で絶大な支持が 

あるCBF600。シートは3段階の調整が可能で、ライダーの体 

格にをわせた最適なポジシヨンが得られる。これまで足つき性 

じ惱み大型バイクを話めていた人にはうれしい機能といえる。 

タイヤロックを防ぐABS装着車も設定。 

Specifications 
エンジンおま :水冷4ストD0HC4バルブを列4気巧 
巧気*/ボアXストローク 599.3cc/67.0mmX42.5mm 
圧お率 11.6 :1 
®高出力/巧大トルク 77.5p が0500rpm/6.0kg-m/8250rpm 
車雨重量 218kg 
が資 —km/e 
お义方ま/始お方式 一/七ルフ 
タンク容量/オイル容量 : 20.0 6/3.58 
ミッション形式 : 6段 
サスペンション前/巧 正立テレスコピック/スイングアーム 
ブレーキ前/巧 タブルディスク/シングルディスク 
タイヤ前/巧 120/70-17/160/60-17 
フレーム形式 モノバックボーン 

全语： 765mm 
シート吾： 785 (+-15) mm 
をあ地上富：130mm 
ホイールべース：1490mm 
ち小回お半を： 2.8m 

CB600F HORNET 
CB600Fホーネット 

Color Variation 

磨さをかけたアグレッシブなフオルム 
RR直系エンジンにより走りもアップ 

H ;、一しナイトスターブラック 
1=! ,1てールクールぶワイト 

Price 

t:鹽r巧。川 要問い合わせ 

讲义シミュレーシヨン 

車両本が価巧 一円 
おを登！!手巧き巧巧手な巧 1万8000円 
巧まを巧お 3巧日000円 
巧込み(5%;さ計を巧 一円 

ま量秘 7500円 
自お資巧按す斗(37ヶ月） 1方7780円 

1 互 m -円 

斬新なフォルムと軽快な走りでスポーツネイキッドの礎を装い 

たホーネット。2巧目になってもそのコンセプトは不変で、ス 

タイリングはさらなる磨きをかけた。エンジンはCBR600RRの 
直4D0HCが搭載。軽量かつ刚性の高いアルミバックボーンフ 

レームによりキビキビとした走りを巧露する。 

Specifications 
エンジンおホ 水冷4ストD0HC4バルブ並列4ち巧 
巧気置/ボアとストロ-ク599cc/67mmX42.5mm 
圧摇を 12:1 
巧畜申苗/お大トルク102PS/12000rpm/目.4kg-ni,.’10500rpm 
車両重量 198kg (203咕） 
燃《 -km/e 
点义方ま/始お方ま 一/セルフ 
タンク容量/オイル容量 195/3.56 
ミッションおま 娘 
サスペンション前/後 简立:テレスコビック/スイングアーム 
ブレーキ前/巧 ダブルディスク/シングルディスク 
タイヤ前/巧 120/70-17/180/55-17 
フレーム形ホ モノバックボーン 

Size 

全長： 2090mm 

全幅： 740mm 
シート富：如0mm 
巧低！也上忌：135mm 
ホイールべース：1435mm 
巧小回お半径：一m 

CBR125R 
CBR125R 

Color Variation 

ル排気量なが!5つくりは本格派 
クラス唯一のスポーツモデル 、 
CBR1000RR譲りのレーシーなフルカウルを裝着したライトス 
ポーツ。ダイアモンドフレームにパワフルな単気筒エンジンを 

搭載し、125CCクラスとは思えないスポーティな走りがi甚能で 

きる。PGM-FIの装着により、始動性の向上を図るとともに、 

欧州排ガス規制「ューロ3」にも適合。 

Specifications 
エンジンお式 
诗気量/ボアXスト□—ク 
圧搞を 
巧离出力/巧大トルク 
を巧重量 
が巧 
み义方ま/おお方式 
^ンク容量/オイル容量 
ミッションが式 

水冷4ストS0HC2バルブ単ち巧 
124.7cc/58.0mm X47.2mm 
11.0 :1 
14ps/10000rpm/1 .Okg-m 巧250rpm 
127.3kg 
-km/e 
—/セルフ 
io.oe/i.3fi 
6段 

サスペンション前/巧 
ブレーキ前パを 
タイヤ前/後 
7レ^ムがま 

Size 

全長：1920mm 

全桓： 675mm 
シート苗：口6mm 
巧低化上离：172mm 
ホイールべース：1294mm 
お小回ち半径： 2.5m 
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XLIOOOVVaradero 

mmi、ーリーイエローメブリック 
画!トルコンコースブラック 
MiシユAUェシJWC—メタUック 

Price 

帖•巧。机-T1 要問い合わせ 

曲乂シミュレーシヨン 

ま巧本か価格 一円 
梅を登録手なき巧巧手なお1方8000円 
がまおお料 3万6000円 
税込み(5%)を計をお 円 

重掘:税 
自お貴保険料(37ヶ月: 

7500円 
万7780円 

-円 

道を選ばなし、優れた走破力び魅力的な 
スタイリッシュなデュア)レJ \パス 

富速走行から山岳路まで道を選ばない優れた走破巧を披露す 

るデュアルパーハ‘スのトップモデルC VTR1000Fで定評のある 

VツインエンジンをべースじPGM-円の装着や圧縮比を高める 

ことで、ほ中速重視のセッティングが施す。25 5の大容量フ 

ューエルタンクを備えロングツーリングにもしっかりが応。 

Specifications 
エンジンおま 水冷4ストD0HC4バルブV型2ち巧 
おち量/ボアXストローク 996cc/98.0mmX66.0mm 
圧縮率 9.8 :1 
巧高出力/巧大トルク 
車両重巧 
燃巧 
点义方ま/始動方が 
タンク容#/オイル容量 
ミッション形ま 
サスペンション前/巧 
プレーキ前/巧 

94ps/7500fpni/10.0咕 mm/6000rpm 
128.7kg 
—km/fi 
-/セルフ 
25.0 e/4.1 C 
6段 
正立テレスコビック/スイングアーム 
ダブルディスク/シンクルテイスク 

タイヤ前/巧 ’110/80-19/150/70-17 
フレームおま ダイヤモンド 

Size 

を長： 2300mm 
-L 

.心 

全お： 930mm 
シート富： 838mm 
巧ほi也上宮：181mm 
ホイールベース；1560mm 
毋小回お半径： 2.胡m 

XL700V Transalp 

Color Variation 

mm).—し)ーイエD—メタリック 
wmm巧ーネUアンレッドyタリック 
誦圏ムーディーフyタリック 
M,:—ルコン:]-スフラック 

Price 

【;；巧Aム巧巧Li3 要問い合わせ 

巧入シミュレーション 

幸両本が価格 —円 
格を登録手病き巧巧手な料 1方8000円 
巧牽孩巧料 3巧6000円 
お么み(5%)合計を巧 —円 

產fi巧 7500円 
自お資保おお(37ヶ巧） 1万7780円 

I urng iTTl -円 

街乗りか5ツーリングまで巧応ずる 
懐の深〜いマルチパーパス 

取り回しに優れるコンパクトなフオルムと優れたを破性でヨー 

ロ ッパでは絶大な支持がある マルチパー パス。 エンジンは647CC 

から680CCにスケールアップし、低中速域でのトルクが充実： 

またフロントホイールは21インチから19インチへの小径化に 

より走行まを性を向上させた。 

Specifications 
エンジンおが 水冷4ストD0HC4バルブV型2ち巧 
辨気t/ボアXストローク680cc/81.0mmX66.0mm 
圧縮を 10.0 :1 
巧高出力/巧大トルク 60ps/7750rpm/6.1咕-m巧500rpm 
車両重《 214kg 
燃資 一km/fi 
点义方式/始動方ま 一/セルフ 
タンク容*/オイル容g 17.56 /2.9 e 
ミッションお式 5段 
サスペンション前/巧 正ぶテレスコビック/スインクアーム 
フレーキ前パを ダブルディスク/シングルディスク 
タイヤ前パを 100/90-19/130/80-17 
フレームおま 七ミダブルグレードル 

Size 

を長： 2250mm 

全幅： 905mm 
シート瓦： 841mm 
度低お上忌：177mm 
ホイールベース：巧I5mr 
巧小回お半径： 2.0m 

Varaclero125 
バラデロ125 

Color Variation 

■パー,レコン〕ースフラック 
Hムーディーでメタ!Jツク 

Price 

【が‘巧で!??T!! 要問い合わせ 
稱乂シミュレーシヨン 

車両本体価格 -円 
格をを巧手なき巧巧手な料 1巧8000円 
巧車整備お 3巧6000円 
税込みほ％)合針をお —巧 

を*巧 7500円 
自賠貢イ呆険巧(37ヶ巧） 

lllflWl-TTl 

1巧7780円 

-円 

クラス枠を超えた堂々としたフオルム 

巧実装備がうれしいリトルツアラー 

堂々としたスタイリングとスタイリッシユなフオルムが魅力的 

なマルチパーパス。Vツインエンジン、風貌効果の高い大型フ 

エアリング、約17fiの容量を誇るフユーエルタンク、リアキヤ 

リアを備えるなど小排気量モデルながらバラデロのをに恥じな 

い本格的な造りがなされている。 

Specifications 
エンジンがな 
巧気量/ボアXストローク 
圧縮を 
巧离出力/巧大トルク 
車:両重* 
燃が 
お义方が/始ぉ方ま 
タンク容曼/オイルを量 
ミッションおま 
サスペンション前/巧 
ブレーキ前け吏 
タイヤ前/巧 
フレームおま 

水ぶ4ストS0HC4パルブV垫2気苗 
125.0cc/42.0mmX 45.0mm 
11.8 :1 
15ps/11000rpm/1.0kg-m/8500rpm 
169.1kg 
—km/6 

.5巧 
•正立テレスコピック/スイングアーム 
シングルディスク/シングルディスク 
100/90-18/130/80-17 
ダブルクレードル 

Size 

全幅： 833mm 
シート音： 800mm 
巧あ地上香：190mm 
ホイールべース；1450mm 
巧小回転半话： 2.34m 

174 

cm 10 
cnio 

Color Variation 

Price 

36万750Oh (6V仕输 
40万8000円（12V仕输 
な乂シミュレーシヨン 

車両本が価格 35巧円 
おを登お手窃き巧巧手を料 6000円 
巧まお偏お 3巧6000円 
税込み(5%)合計を巧 が万1600円 

重量巧 一円 
自賠責なお料(24ヶ月:.’ 8790円 

I望,で細 42万390円 

レト□なスタイリングが魅力的 

ちょっとおしやれなオフローダー 
ンターカブの名で国内でも販売されていたCT110。入門用 

トレ.ソキングモデルとして80年代の若者に絶大なち持を集め 

たモデルだった。ブロックタイヤやスキッドガードなどオフロ 

-ド走行を前提としているが、前後にキャリアを備えるなど巧 

載能力も優れ、その実巧性は高い。 

Specifications 
エンジンおホ 空ぶ4ストSOHC2バルブ単ち巧 
巧ち蓋/ボアXストローク105.1cc/52.0mmX49.5mm 
圧ぉ率 .一 
巧巧出力/巧大トルク ロがrpm/ kg m/-rpm 
ま兩重巧 87.0kg (を烤） 
が巧 一km/C 
点义方ま/握動方が…/キック 
タンク容量/オイル容—公/—e 
ミッションお式 5段 
サスペンション前/巧 正立テレスコピック/スイングアーム 
ブレーキ前/巧 リ-デ1ンヴトいリング/り-もンブトいリンブ 
タイヤ前/巧 2.75-17/2.75-17 
フレームおホ -- 

全お： 755mm 
シート舌： 一mm 
最化化上言：mm 
ホイールべース：1210mm 
巧小国お半径：一m 



個性のなフオルムをおる16インチ大径ホイール 
路面状況の悪い道でもま定走行び可能 
モトクロ‘ソサーCRF譲の279CC空をSOHCエンジンを搭載す 

るSHシリーズのトップモデルCホンダおなじみのフユーエルイ 

ンジェクシヨンPGM-F1化することで、ハイスペックと燃費 

の向上と両立。スクーターとして大径となる16インチホイー 

ルを前をじ装着 C スタイリッシユなフオルムを演出することは 

もちろん、ヨーロツバで多くみられる石畳の多い路面でも安を 

してをるためのものでもある。 

SHISOi 
SHISOi 

color Variation 

CZZ3 

，历ンブす式卜 
トレッドメタUック 

クェーでーシルバーメタ！Jツク 
バームクールホワイト 

巧入シミュ ーシヨ 

宝両本が価格 一円 
お史登巧手扶き巧巧手を巧1万7000円 
巧まを巧巧 3万如00円 
巧込み（5%)さ計を巧 一円 

ま蛋巧 
自趋貴な険料(24ヶ月: 

6300円 
1巧2080円 

SH125i 

Color Variation 

M --子イトスターフラック 
つ}V- 
.ドメタUッ: 

ームブ—ルホ气 
—.ブシッド' 

要問い合わせ 

巧乂シミュレーション 

お否をな手持き巧巧手巧料1万8000円 
巧車を巧お 3万6000円 
巧込み(5%)さS+をお 一円 

自接責巧お巧(24ケ貝） 

LMm刖 要問い合わせ 

化乂シミュレーション 

車兩本巧価格 -円 
樓を登な手技き巧巧手な料 1万8000円 
納車あ備料 3巧6000円 
巧込み巧％)さ計をお 一円 

亟fi税 7500円 
自賠責保険料は7ヶ巧； 1乃7780円 

Specifications 
エンジン形式 
巧気量/ボアXストローク 
圧提率 
巧离出力/巧大トルク 
車両重ち 
が資 
点义方が/始お方ま 
タンク容量/オイル容S 
ミッションおま 
サスペンション前/後 
プレーキ前健 
タイヤ前/巧 
フレーム巧さま 

を冷4ストS0HC4バルフ単る巧 
279.1 cc/72mmX68.5mm 

;10.5 :1 
27ps/8250rpm/2.7kg-rTV6000rpm 
169.1kg 
—km/8 
-/七ルフ 
9.0e/1.7fi 

.wさ 
正立テレスコピ7ク/ユニットスイング 
シングルディスク/シンブルディスク 
110/70-16/130/70-16 
アンダーボーン 

全長： 2100mm 

1220 

を福： 730mm 
シート吾： 785mm 
巧な地上富：136mm 
ホイールべース：1420mm 
巧小回お半径： 一m 

エクステリアのデザインが大きく変更 
よりスタイリッシュに生まれ変わる 
SHシリーズのミドルモデルで09年モデルではマイナーチェン 

ジを実施。エクステリアではスクリーンが装着され、個性を引 

き立てるキレ長のウインカー&ポジションランプのデザインが 

変更された。またシート高は10mmダウンされ、フットスペー 

ス 20mm拡大す るな ど使い勝手を 富めた。 

Spec け ic 且tions 
エンジンおま 
巧気！/ボアXストローク 
圧巧率 
巧高出力/巧大トルク 
を南重量 
が巧 
点乂方ま/始動方式 
タンクを*/オイル容* 
ミツシヨン形ホ 
サスペンション前/後 
ブレーキ前/巧 
タイヤ前/巧 
フレーム形式 

をを4ストSOHC2バルブ単気商 
153cc/58.0mmX57.8mm 
11.0 :1 
15ps/9000rpm/l .4kg-m,7000rpm 
136kg 
-knvfi 
—/セルフ 
7.56/1 e 
お段 
正立テレスコピック/ユニットスイング 
シンブルデイスク/シングルディスク 
100/80-16/120/80-16 

全幅： 700mm 
シート离： 790mm 
巧お地上富：140mm 
ホイールべース：1335mm 
巧小回お半淫：一m 

イタUア-ホンダが手がけた 
おしやれなシティーコSユーター 
150i同様、シールドの装着、ウインカー/ポジションランプの 

デザインを一新。16インチの大径ホイールが装着じより、ネ 

ックだった足つき性は、シート高を10mmダウンすることで向 

上している。シート下には収納スぺースが設置されシティーコ 

ミューターとしても最適な1台だ。 

Specifications 
エンジンおザ 空冷4ストSOHC2バルブ単気衍 
ホ気量/ボアXストローク12SCC/ 52.4mmX57.8mm 
圧搞を 11.0 :1 
巧客出力/巧大トルク13ps/9000rpm/1.1kg-m/7250rpm 
車巧重# '136kg 

-km/e 
/セルフ 

7.5 6/バ 

Size 

全長： 2020mm 

点义方式/お断方式 
タンク容量/オイル容S 
ミツションおボ 
サスペンション前/巧 
ブレーキ前/巧 
タイヤ前/後 
フレーム形が 

A 
無段 全信：’ 
正立テレス〕ビバ/ユこ.:，トスイング 
シンクルディスク/シンクルディスク巧低よ法上高：i40mm 
100/80-16/120/80-16 ホイ—ルべ—ス：1335mm 
アンダーボーン 巧小回お半径：-m 

ST300i 



XVI900CU RAIDER 
XV1900CUレイダー 

Color Variation 

YAMAHA 

従来のカスタムモデルにの概念を覆ず 
圧倒的な巧在感とをり 

^ディープレツドソタリックK 
HブラックゾタリックX 
cmシルパー3 

Price 

四E22E3169万500円〜 

强乂シミュレーション 

車両本が価格 161万円 
榜を登録手巧き巧巧手なお1万8000円 
巧ま堅巧巧 3万卽00円 
巧&みほ％)合計を巧 174万7200円 

奎»巧 7500円 
自腔*巧除科(37ヶ月； 1万口 80円 

口EH立立177万2480円 

XVシリーズのニューフェイスとなるレイダーSは、チョッパー 

ス タイルが特徴のプレミアムモデル。 アーティスティックなデ 

ザインと従来のカスタム車のイメージをホムがするニュートラル 

なハンドリングで新しいクルーザーの世界を提案。より個性を 

求めるライダーのために誕生した究極クルーザーだ。 

Specifications (カナダ） Size 
エンジン形ぶ 空冷4ス 
排気«/ボアXスト□-ク1854CC/ 
圧縮率 9.48 :1 
巧髙出力/巧大トルク ーps/—rpm/—kg-m/—rpm 

点义方ま/始が方ぶ 一/セルフ 
タンク容a/オイル容g 1己96/5.25 - 
云ッションおま 5段-全倍 
サスペンションお/後正立テレスコピック/スイングアーム三が,己®•朋こ^ 
ブレ-キ前唯—ダブルディスクハングルディスク77799mm 
クイヤ前パを 120/70-21/210/40R18 巧小回おキ涅：一m 
フレームおま 一 

XV1900A Midnight Star 
XV1900Aミツドナイトスター 

Color Variation 

YAMAHA. 

需要の高まりつつある大型がレーザーに 
—石を投じたヤマ八の意欲作 

Iダー^バーフリッシュでレ-メタリックU 
IフラックメタUックX 
Iペリーダークレツドメタリック2 

Price 

匹四旺133162万7500円 

財! 乂シミュレーシヨン 

車両本巧価お 155万円 
横を登録手掠き巧巧手巧巧1巧8000円 
巧車を備お 3で6000円 
税込みほ％)を計全巧 168万4200円 

ま*お 7500巧 
自賠資巧除f斗(37ヶ月） 1巧7780円 

nmsiml70万9480円 

ダイレクト感溢れるパワーと厚みのあるトルクを発揮する空冷 

Vツインエンジンはジュエリーを感じさせる美しさを誇る。落 

接跡が見えないフラッジレスタイプのフューエルタンクがボデ 

ィとの一体感を強調するなど従来のクルーザーの基本性能は 

踏襲しながら、随所に独自技術を織り込んでいる。 

Specifications (南アフリカ） 
エンジンお式 を冷4ストOHV4バルフV型2m巧 
排気1/ボアXスト□—ク1854cc/100.0mmX118.0mm 
圧結率 一 
巧窝出力/巧大トルク 90ps/4750rpm/15.8咕m/2500rpm 
を両董fi 329kg【を巧） 
が巧 -km/e 
点火方ま/始動ちホ ー/セルフ 
タンク容*/オイル容量 17.0e /— 8 
ミッションお式 I 5段 
サスペンション前/巧 正なテレスコピック/スイングアーム 
ブレーキ前/巧 ダブルディスク/シングルディスク 
タイヤ前パを 130/90-16/190/60-17 
フレーム形ま 一 
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XVI700AS Road Star 
XV1700AS □—ドスター 

Color Variation 

プークフJレ-イジシユグレーメタUツク8 

Price 

1里ム邮曲152万2500円 

苗! 乂シミュレーシヨン 

車両本が価格 145巧円 
樓ま登録手統き代行手巧料1巧8000円 
巧車整巧料 3方如00円 
税込み(5%)合計を額 157巧9200円 

重量巧 7500円 
自賠タイ呆お料(37ヶ月j 1方7780円 

fjuMiiuj 160万4480円 

XVS1300A 

Color Variation 

Hベリーダークレツドメタリツク呂 
mmダークバーフUッシュブH/-メタリックし 
>プラックメタUックX 

Price 

四匹なが20万7500円 

泌乂シミュレーション 

ま巧本が冊格 115万円 
お金登お手持き巧巧手をお1巧8000円 
巧車をぶ巧 3万6000円 
税込み(5%)合計を賴 126刀4200円 

を*税 7500円 
自お黄なお料妇7ケ巧 1で7780円 

口四S2S1128万9480円 

YAMAHA> 

Vツインび奏でる,こ、地いい鼓動とサウンドで 
至福の高速クルージングを堪能 
漆黒のカラーリングとクロームメッキのコントラストが美しい 

大型クルーザー。1.76の大排気量を誇る空ちVツインは、見 

た目の美しさもさることながら、強大なトルクとハイギアード 

に設定されたミッションの組み合わせじより、比類なき高速ク 

ルージングの魅力が堪能できる。 

Specifications (カナダ） 
エンジンおま 空冷4ストOHV4バルブV型2ち巧 
巧ち量/ボアXストローク 1670cc/97.0rnm X113.0mm 
圧楠を 8.% :1 
贵萬出力/最大トルク 72ps/4,000fpm/14.7kg-m/2500rpm 

車両重量 315kg觸お） 
おが —km/C 
お义方式/始お方式 TCI/セルフ 
タンク容量/オイル容4 . 2oe/- e 
ミッション形ま ‘ 5段 
サスペンション前パを 正立テレスコピック/スイングアーム 
ブレーキ前/巧 ダブルディスク/シングルディスク 
タイヤ前/巧 130/90-16/150/80-16 
フレーム巧さま ダブルクレードル 

全精： 980mm 
シート畜： 710mm 
最低地上富： 一mm 
ホイールべース：1688mm 
京/J、回お半径： 一m 

高速クjU-ジングと走りを重視 
水;ちVツイン搭載の新世代クルーザー 
高速巡航時にも積極的に走りを楽しむことが可能な'々世代ク 

ルーザー。長距離での扱いやすさを得るため、空をではなく水 

冷式Vツインを採用。水冷化にともないラジエターやウォータ 

-ポンプなど補器類が装着されるが、目立ためよう造お美に 

もこだわって配置する。 

Specifications (南アフリカ） 
エンジンおホ _ 水を4ストS0HC4バルブV型2気巧 
挣ち皿/ボアXストローク 1304cc/100.0mmX83.0mm 
圧結率 一 
巧巧出力/JR大トルク 72ps/5500rpm/10-8的.nV4000rpm 
車両重量 283kg祗巧） 燃巧 -km/e 
点乂方ま/始お方ま 一/セルフ 
タンク容量/オイル容麗 19.06/— e 
ミッションお式 5段 
サスペンション前パを テレスコビック/スインタアーム 
ブレーキ前パを ダブルディスタ/シンブルディス？ 
タイヤ前バを 130/90-16/170/70-16 
フレームおが 

Size 

全長： 2490mm 

全恒： 980mm 
シート窩： 715mm 
巧低地上富：一mm 
ホイールべース：1690mm 
巧小国お半径：—m 



YAMAHA V 

FJR1300A 
FJRiaOOA 

Color Variation 

Ml夕ークブレイメタリックA 
aイエ□イジシコグレイメタリック9 
mmブラックメタリックX 

Price 

I;地細i!:別150万1500円〜 

«乂シミュレーシヨン 

巧両本が価巧 143方円 
お査登沒手魚き巧巧手な巧1巧8000円 
巧まお巧お 3万6000円 
换込み巧％)合計を巧 155万8200円 

ち量巧 7500円 
自賠貴保おお(37ヶ月） 1万7780円 

四3E田3158で3480円 

優れたスポーツ性と快適性を兩立 
進化し続けるヨー□ピアンツアラーの錐 
優れた運動性能と快適性を両立させたヤマハを代表するヨー 

ロピアンツアラー。電動可動式スクリーン、2段階調璧可能の 

サイドカウルバイザーによる高いウインドプロテクションによ 

り快適な高速クルージングを実現。なおパニアケースをオプシ 

ヨンにて装着が可能だ。 

Specifications (南アフリカ） 
エンジンおま 
巧気量/ボア又ストローク 

i水冷4ストD0HC4バルブお巧4ち巧 
1298cc/79mmX66.2mm 

圧巧を ~ 
巧宮岀力/度大トルク 
車巧重1 ■ 

10.8 :1 
143.5pa'8000rpm/13.7kg-m/7000rpm 
291kg 

が巧 —km/6 
TGI/セルフ 
25.0 6/4.9 6 

点义方ま/お勤方ま 
タンク容量/オイル容1 
ミッションおま 1 1娘 
サスペンション前巧を 
ブレーキ前/巧 

'正立テレスコビック/スイングアーム 
ダブルディスク/シングルディスク 

タイヤ前/巧 120/70-17/180/55-17 
フレーム形式 :ダイヤモンド 

Size 

全長： 2230mm 

全幅： 750mm 
シート萬： 800mm 
巧お地上高： 一mm 
ホイールベース：1545mm 
最小回転半径： 3.1m 

FJR1300AS 
り衍300AS 

Color Variation 

■ブークブレイメタリックA 
イエ！コイツシユグレイイタリック9 

■■ブラックメタリックX 

Price 

I里ム站。i,165万9000円〜 

篇入シミユレーシヨン 

ま両本が価巧 158万円 
おま登録手巧き巧巧手巧お1巧8000円 
がまを巧巧 3万6000円 
巧込み巧％)合計を巧171万5700円 

を量税 7500円 
きお黄なおおは7ヶ月） 1乃77如円 

I歷ふ!山I174万980円 

MT-01 
MT-01 

Color Variation 

saシルバー8 
EZZ3フ;レfッシユホワイトカクテル1 
■■1フラックyタリックX 

Price 

四！四四149万1000円 

巧乂シミュレーション 

車両本が価格 142万円 
按查登録手巧き巧巧手なお1万8000巧 
巧まお備巧 3方如00円 
巧込み巧％)さ計を巧 154万7700円 

巧量巧 7500円 
自賠責な挨おは7ヶ月） 1万7780円 

□Enrnal57万2980円 

電子制御化によりクラッチ操作び自動化 
巧滿や市街地も苦にな5ない画期的なシステム 
高いスポーツ性能と快適なクルージングを追ボし熟成進化を 

続けるヨーロピアンツアラー。ASではを難抑止機構やABSに 

加え、さらにクラッチ操作を全て電子制御での自動化を実現。 

フットシフトに追加して、指先でのギアセレクトを可能したハ 

ンドシフトの2通りが選奶できる。 

Specifications (南アフリカ） 
エンジンおま 
巧気量/ポアXストローク 

1水冷4ストD0HC4バルブお歹リ4気巧 
1298cc/79mmX66.2mm 

卑毎宰 _10,^1_ 

車両重■ 295kg~ 
が巧 
点义方が/始お方式 
占ンク容*/オイル容量 

1 —km/6 
1 TCンセルフ 
1 25.06/4.9 6 

ミッション形ま 5段 
サスペンション前/後 正立テレスコビック/スイングアーム 
ブレー年前パを ダブルディスク/シングルディスク 
タイヤお/お 120/70-17/180/55-17 
フレーム形ま ダイヤモンド 

を程： 750mm 
シート寄： 800mm 
お低地上高：—mm 
ホイールべース：1545mm 
巧小回お半淫：3.1m 

全ま 
1450 

体に響き渡るむ地しル馈動を奏でる 
独自のせ界び堪能でさる個性がバイク 
階動」を開発のコンセプトに独自の世界観で誕生したMT-01。 
その一発一発の爆発が感じられる加速フイールとコーナー脱 

出時の力強いトルク感は化に類を見ない。無骨なフオルムか 

らは想像できないほどハンドリングはナチュラルで、路面を駆 

り進む爽快感が味わえる。 

Specifications (南アフリカ） 
エンジン形式 1—空冷4ストOHV4バルブV型2気巧 
お気量/ボアXストローク 
圧招率 
巧富出力/巧夫トルク 
ま巧至it 
が貧 _ 
点と方式/お勒方ま 
タンク容量/オイル容ft 
乏ツシヨン形ま 
おぺと':^ョン前/後 
スレーキ前/巧 
タイヤ前/?を 
フレーム形式 

_|Jダディスク/: 
I 120/70-17/190； 

Size 

全長： 2185mm 

全悟： 800mm 
シートを： 825mm 
巧化地上高：—mm 
ホイールべース：1525mm 
最小回あ半径：—m 

BT1100 
BTIIOO 

Color Variation 

誦画夕ークグレイッシコ乃トメタリックE 
■■プークレツドメタリックM 
MフラックメタリックX 

Price _ 

yaiム地!ぶ:114万4500円 

W入シミユレーシヨン 

ま巧本巧価格 109乃円 
お宝登録手持き代行手なお1方8000円 
巧車を料 3万60如円 
税这みほ％)さ計を巧 120万1200円 

重量巧 7500円 
自賠資保険料は7ヶ月） 1巧77如円 

1誦主け1122万6480円 

イタリアンスピリッツを感じさせる 
スタイリッシュ&質実剛健マシン 
ヤマハイタリァが手がけた欧州のテイストで生み出した実にス 

タイリッシュなモデル。厚みのあるフューエルタンク、美しい 

空冷Vツインエンジンなど、シンプルなフオルムながら独自の 

存在感を釀し出している。ノ、ンドリングはマイルドで、自然な 

ライディングで巡航できる。 

Specifications (ドイツ） 
エンジンがま- 
巧ま置/ボアXストローク 

,を冷4ストSOHC2バルブV型2気南 
1 1063CC/95.0mm X 75.0mm 

圧巧率^ 
巧な出力/最大トルク 
丢両£1 

65ps/5500rpm/9.0kgkg-m/4500rpm 
.T3■而Tを颠- 

が貧 
み义方式/お巧方ま 
タンク容量/オイル容JI 

:-knTe 一 
fフルトラ/セルフ 

20.0 e/—fi 
ミッション形ま 5段 
サスペンション前/後 
ブレーキお/巧 
タイサ巧/巧 

テレスコピック/スイングアーム 
ダブルディスク/シングルディスク 
120/70-17/170巧0-17 

フレーム形式 — 

全幅： 800mm 
シートち： 812mm 
巧低化上を： 一mm 
ホイールべース：1530mm 
巧小回お半径： 一m 
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YZF-R1 
.AMAHA 

全身全靈フルモデルチェンジを慣行 
さ5なるエボリユーシヨンを遂げる 
卓越したハンドリングで多くのライダーを魅了し、現をのスー 

パースポーツ礎を築いたR1。デビューJii来、常に進化を遂げ 

てきたR1がフルモデルチェンジを價巧し、6げ目へと生まれ変 

わった。車体はもとよりエンジンに至るまで全面変更を実施。 

MotoGPマシン、YZF-M1でiきった技術を随所にフィードバッ 

クし、自慢のコーナーリンング性能に磨きをかけた。最高出力 

はクラス最強の179psを発生。 

Price 

I;ミも巧むロミ細138万6000円 

巧乂シミュレーション 

幸両木ホ価格 132巧円 
おを登録手なをれ行手巧ネ斗1巧8000円 
巧車を满料 3巧60加円 
巧込み(5%)合計を巧 144万2700円 

重量巧 7500円 
自艮き巧な険巧(37ケが 1万77抓円 

口1皿な巧146万7980円 

YZF-R6 

Color Variation 

户 rice 

四正四正过117万6000円 
巧乂シミュレーシヨン 

車両本か価格 112巧円 
換査登録手待き巧巧手致お1乃8000円 
巧ま控備巧 3巧60如円 
税込みほ％)を計を*!117万4000円 

重量巧 7凯0円 
自賠巧巧おお(37ヶ月）1巧7780円 

回囚5303119万9280円 

Specifications (カナダ） 
エンジン形ま I 水を4ストD0HC4バルブあ列4ち闻 
排気量/ボアXストロークI 
圧縮率 i 
最富出力/巧大トルク 
車両重a 

998cc/77.0mmX 53.6mm 

179ps/12妨Orpm/。.5kg-m/l0000rpm 
1口kg (お煩） 

燃货 
点义方ま/始動方ま 

—km/6 
/セルフ 

タンク容1/オイル容量 188/-C 
ミッションお式 
サスペンションお/後. 
ブレーキ前バを 

6段 
街立テレスコビック/スイングアーム 
ダプルディスク/シングルディスク 

タイャ前/巧 120/70-17/190/50-17 
フレーム巧さま - 

Size 

全長： 2060mm 

を慢： 720mm 
シート富： 835mm 
をなi齿上岳：一mm 
ホイールべース：1415mm 
巧小回転半径：一m 

MotoGPか5の技術をフイードバック 
目指したのはヴーキット最速バイク 
YZR-M1をイメージさせるレーシーなフオルムとR1譲りの僅れ 

たハンドリングが魅力のミドルスーパースポーツ。MotoGPか 

らの巧術はもとより、これまでヤマ/、が培ってきたテクノロジ 

一を惜しむことなくお乂。ワインディングからサーキットまで 

エキサイティングな走りが楽しめる。 

Specifications (カナダ） 
エンジンおが _ _水を4ストD0HC4バルブ並列4気苗 
巧を量/ボアXストローク 599cc/67.0mmX42.5mm 
圧縮を 
麽高出力/を大トルク 
車両重S 
銭 
お义ちが/始動方ま 
タンク容量/オイル容* 

13.1:1 
—ps/1 rpm/—kg-m/—rpm 
166kg帶傲 
—km/2 
一/；bルフ 
17.5を/3.4 

ミッション形ま 
サスペンション前/後 
ブレーキ前/巧 
タイヤ前パを 
フレーム形ま 

Size 

全長： 2040mm 

を悟： 705mm 
シート萬： 850mm 
巧化化上音：一mm 
ホイールべース：1380mm 
思小回ち半径：-m 
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FZ6 Fazer S2 
FZ6フエザーS2 

Color Variation 

乃トメタリックカクテル 
ディーフオレンジメタリック7 
ブラックメタUックX 

Price 

隱山な83万2000円 
ABS仕賴93万4500円 

巧乂シミュレーシヨン 

を両本巧価格 84巧円 
お查登録手沒き巧巧手巧お 1刀8000円 
巧車を巧お 3巧6000円 
税込みほ％)合計を巧 目3巧8700円 

重量が 7500円 
自睹責保おおは7ヶ月.1 1巧7780円 

1抽別，化む, 96万3980円 

人馬一体の優れた八ンドリングで 
ヨーロッ/ で絶大な人気を誇る 
R6と同系のシャープなフェアリングを纏うミドルレンジスポ 
-ツ。コンパクトながらウインドスクリーンの効まは絶大で、 

巻き込みを軽減するとともに不快な風切り音を最小限に巧え 

るなど、優れたプロテクション効果を発揮。人馬一体の優れ 

たドライバビリティを披露する。 

Specifications (南アフリカ） __ 
エンジ>お式 j水冷4ストDOHC4バルブ巧巧!每を 
排気量/ボアXストローク！ 600cc/65.5mmX44.5mm 
圧短を 
巧な出力/を大トルク 
車両重量 
燃巧 —km/fi 
お义方ま/給勤でま； 一/セルフ 
タンク容量/オイル容« 
ミッシヨン巧さま 
サスペンション前パを 
ブレーキお/巧 
タイヤ前/巧 
フレームお式 

Size 

を侶： 750mm 
シート击： 795mm 
公低が上岳： 一mm 
ホイールべース：1440mm 
巧小回転半径： 一m 



TDM900 

Price 

街中でを映えるスタイリッシユなフオルム 
ままをサボートずるA日S車も設定 

巿街化から山岳路まであらゆるステージにが応する走行性能 

が魅力のマルチパーパス。TDMはその先駆けとなったモデル 

で、斬新なマシンコンセプト、優れたウインドプロテクション 

から生まれた個性的なスタイリングなど、独自の世界観を持 

つスタイリッシュなツアラーだ。エンジンはTRX850で実績あ 

る5バルブバラレルツインを搭載。ABS装着まを設定するなど 

さらに熟成したモデルに化上がっている。 

匿なぉ!加99万7500円 

ABS仕ぉ103万9500円 

瞄乂シミュレーシヨン 

車S本体価巧 95方円 
括査登な手校き巧巧手な巧1巧8000円 
納車整«巧 3万6000円 
巧込み（5%)合おをお 105巧4200円 

重*お 7500円 
自賠責がおお(37ヶ巧） 1万7780円 

国B1■り" 07万9480円 

Specifications (南アフリカ） 
エンジン形式 水ぶ4ストD0HC5バルブが列2気巧 
揉気量/ボアXストローク 897cc/92.0mmX 67.5mm 
圧結を 10.4 :1 
巧意出力/巧大トルク 86ps/7500rpm/9.1 ekg-rrv’目邮Orpm 
車両重 223kg 
が巧 —km/e 
点义方ま/始動方ま TGI/セルフ 
タンク容量/オイル容量 20e/4.7C 
ミッションおま 6段 
サスペンション前/巧 テレスコピック/スイングアーム 
ブレーキ前/巧 ダブルディスク/シングルディスク 
タイヤ前/巧 120/70-18/160/60-17 
フレームおま ダイヤモンド 

Size 

全長： 2180mm 

全幅： 800mm 
シート高： 825mm 
显を化上畜：160mm 
ホイールべース：1485mm 
度小回転半径； 2.9m 

XT660R 

Color Variation 

イーフバーフし 
?Aフラック 

Price 

ム巧り;-195万250円 
巧乂シミユレーシヨン 

モ両本巧価格 90巧5000円 
巧玄登錠を巧き巧斤手致料1巧8000円 
巧ま芭備巧 3万6000円 
税込みほ％)さ計を巧 100巧6950円 

重量巧 7500円 
自賠黃巧お料は7ヶ月;：1万7780円 

四!出:！!; M 03万2230円 

街乗りか5オフロード走行までマルチに対応 

ステージを選ばなし、力強し、走りを披露 

水冷SOHC単気筒エンジン、ハイテン銅を用いた高剛せフレ 

-ム、大径フォークを採用した強勘な足まわりなど、最新ス 

ペックで武装し、オフロードでは優れた走破性を披露。XT500 

Lソ来のヤマハトレールマシンの伝統を受け継いできたrxT」の 

辛か号はミ夫して巧違じやない。 

Specifications (南アフリカ） 
エンジン形ま 
蘇ち量/ボアXストローク 

水冷4ストS0HC4バルブを気巧 
660cc/100.0mmX84.0mm 

圧巧率 10.0 :1 
巧高曲力/巧大トルク 48ps/6000rpm/5.95kg-m/5250rpm 
車両まa 172kg (を巧重Jl) 
が沒 -km/e 
点义方ま/始動方式 一/セルフ 
タンク容量/オイル容量 156/2.66 
ミッションおま >段 
サスペンション前/巧 正立テレスコビック/スイングアーム 
ブレーキ前パを シングルディスク/シングルディスク 
タイヤ前パを 90/90-21/130/80-17 
フレームおま — 

Size 

全長： 2240mm 

全毎： 845mm 
シート离： 865mm 
巧ほ地上高： 一mm 
ホイールべース：1505mm 
巧小回おキ猩：一m 

XT660X 

Color Variation 

国X-. 一：7パープリ，;'シュストソリツ巧 
亡つスポーツホフイ！'• 

Price 

I化出■巧!!け01万5250円 

*入シミュレーシヨン 

ち巧本が価巧 96巧扣加円 
接空登没手なき代斤手を巧1万8000円 
納車を備巧 3万6000円 
巧込みほ％)さ針を巧 105万99的円 

重量税 7加0円 
自監黄お挨巧(37于月） 1方口的円 

I 匪玉!:-!！‘J109万5250円 

スーノト■モタードスタイルを取り入れた 
欧州で人気のスポーツモデル 

ヨーロッパで絶大な人気を誇るスーパーモタードのスタイリン 

グを取り入れた新世代のスポーツモデル。ショートタイプのハ 

ンドルとフラットシートを採用することでライディング時のイ本 

重移動が容易になり、巿街地からワインディングまで軽やか 

なマシンコントロールが可能となった。 

Specifications (南アフリカ） 
エンジン形式 
巧気量/ボアXストローク 
圧掩率 
巧富巧力/巧大トルク 
車両至量’ 
お巧 
お义方ま/始お方ま 
タンク客量/オイル容量 
ミツシヨンおホ 
サスペンション前/巧 

10.0 :1 
48ps/6000rpm/5.95kg-m/5250rpm 
177kg (を巧ま量） 
—km/8 
—/セルフ 

娘 _ 
正立テレスコピック/スイングアーム 
シングルディスク/シングルディスク 
1呂0/70-1ン160/60-17 __ 

Size 

全長： 2175mm 

を幅： 860mm 
シート巧： 875mm 
巧低；tを上高：—mm 
ホイールべース：1490mm 
巧小回お半径： 一m 179 



WR250F 

Color Variation 

Mデイープ/くーフUジシコブソリツトで 

Price _ 

I;厘ムロ。:_じ, 75万6000円 
巧乂シミュレーション 

巧兩本が細巧 72万円 
検ま登お手持き巧巧手な巧 一円 
がま控满巧 3巧6000円 
税这み(5%)合針を巧 79方3如0円 

巧量巧 -巧 
自賠貴イ呆除科(24ヶ月） 一円 

oigaEadJ 79万3800円 

YZ吕已OFのテクノロジーをフィードバック 
圧倒的な戦闘力を誇るエンデュー□マシン 
4ストロークモトクロッサー「YZ250F」と同型のアルミ製ダブ 

ルグレードルフレームを採用したエンデューロマシン。水を5 

バルブD0HCは、ほ中速を重視したセッティングと専用設を 

のギアレシオにより巧いやすさが向上。マイナーチェンジでバ 

ッテリーの容量がアップが図られた。 

Specifications (オーストラリア） 
エンジンお式 空冷4ストD0HC5バルブお気巧 
排気量/ボアXストローク 
圧絡率 

249cc/77.0mmX 53.6mm 

巧ち泣力/巧大トルク —ps/~rpm/—kg*m/—rpm 
禍•• 106咕 mm) 
化費 -km/e 
点义方ま/始動方ま 一/セル/キック 
タンク容嫌/オイル容量 8.oe/ -c 
ミッション形式 5段 
サスペンション前/後 巧立テレスコピック/スイングァーム 
ブレーキ前/後 
タイヤ前/後 

シンタ^レディスク/シンをザ:r斗ク 
卵/90-21/130巧0-18 

フレームおま 

Size 

を房： 2180mm 

全梧： 825mm 
シート亲： 990mm 
巧低地上离：-mm 
ホイールべース：1480mm 
巧小回ち半径：一m 

XTZ125E 
XTZ125E 

Color Variation 

Hディーフパーブリッシュ。トンリットで 
■1^八フラック 

ヒートレッド 

Price 

匯ムHi拙35万4900円 
曲乂シミュレーション 

巧両本が価巧 33万郎加円 
検查登録手巧き巧行手な巧 1 6000円 
巧まお巧巧 3巧6000円 
お込み巧％)合計を巧 39巧9000円 

重量が(3年） -円 
自賭資保おおは7ヶ巧） 8790巧 

1地！iB删40万7790円 

YW125T BW'SFi 

Color Variation 

^オレンジ 
^イエ□- 
睡スカイフJレ 
^ブラック 

ホワイト 

Price 

iimムミミ:L0 34万5450円 
贿乂シミュレーシヨン 

車両本が価格 
巧巧登な手巧き巧巧手なお 
巧をあ巧料 
お込みほ％)合計を巧 

32巧9000円 
卽00円 

重#お 一円 
自賠資なお巧(24ヶ月） 8790円 

urns朋39万8340円 

TT-R110E 

YAMAHA 

クラスを超えた堂々たるフオルム 
オンか6オフまでマルチに巧応 
ヤマハ-ブラジルで生産されるXTZシリーズの未弟で、オン/ 

オフ問わず優れた走りを披露するデュアルパーパス-コミュー 

夕一。 ヤマハ-オフロードモデルのアイデンテイテイといえる 

フューエルタンクと一体化したサイドパネルによりクラスを超 

えた堂々たるスタイリングが魅力的。 

Specifications (中南米） 
エンジンおが 
ホち量/ポアXスト□-ク 

空冷4ストS0HC2バルブ単気巧 
123.7cc/54.0mmX 54.0mm 

圧縮を — 
H巧化力/a大トルク 13ps/8000rpm/1.18kg-m/6500rpm 

車両篇量 104kg (を巧） 
が巧 —km/e 
点义方式/始動方式 〜/七ルフ、キック 
タンク容量/オイル容量 10.6 e/—e 
ミッション形ま 5段 

正立テレスコピック/スイングアーム サスペンション前パを 
ブレーキ前/を シングルディスク/り-ディングト[/-リング 
タィャ吗バぁ _ 80/90-21/110/80-18 
フレーム形ま — 

Size 

全長： 2090mm 

全幅： 810mm 
シートま： 840mm 
巧なi也上岳：—mm 
ホイールべース：1340mm 
巧小回あ半径：一m 

タテ型へッドライト&極太タイヤ 
ワイルドな風貌の個性がスクーター 
フロント120/70-12、リア130/70-12の極太タイヤに、タテ型デ 

ユアルへッドライトなどワイルドな風貌が与えられたブランニ 

ユーモデル。フユーエルインジェクシヨンを装備した125CCSOHC 

エンジンは、世界でもっとも厳しいといわれる台湾の排ガス規 

制をクリア。走りと環境性能を両立する。 

Specifications (台巧） 
エンジン形ま 空冷4ストSOHC4バルブ単気巧 
棋細/ポアXストロ-ク 124.0cc/52.4mmX597.9mm 

圧縮を — _ 
«惠出力/巧大トルク —ps/—rpm/—kg-m/—rpm 
車南重量 113kg (おお） 
化貧 —km/6 
点义方式/始が方ま 一/セルフ 
タンクを量/オイル容量 6.oe/—e 
ミッション巧さま 無段 
サスペンション前巧を 
夕-レ-踊/;I 

正立テレスコピック/ユニットスインク： 
Iシングルディスク/り-デイングトレ-リング 

タイヤ前/を 
フレーム形ま 

I 120/70-12/130/70-12 

Size 

全長：1910mm 

シートま： 780mm 
巧な地上奋：124mm 
ホイールべース：1290mm 
を小回お半径：一m 

モおか5大人までオフロー ド走行が楽しめる 
入門用フアンライド系モデル 
オフロード走行を気軽に楽しめることで、世界的に人気上昇 

中のファンライド系マシン。7.1psを発生する110CC4ストロー 

クエンジン、高性能サスペンション、細部に至るまで入念にセ 

ットアップされ、ビギナー向けのコンパクトなマシンでありな 

がら、本格的な造りがなされている。 

Specifications 
エンジンおを をを4ストSOHC2バルブ単気巧 
おち量/ボアXストローク 1100c/51.0mmX54.0mm 
圧搞率 9-3:1 
ft®化力/巧大トルク 7.1ps^500rpm/0.8ka-m/4000rpm 

mmmM 72kg 
が巧 
お义方式/始かちま 
タンク容量/オイル容量 

—/セルフ:キッ—ク: 
3.8fl/1.0e 

ミッションおま 4段 
サスペンション前/巧 
ブレーキ前/後 
タイヤ巧/巧 

正立テレスコピック/スイングア—ム 
り-デfパトレ-リンブ/リ-デたブトピとク 
2.50-14/3.00-12 

フレーム形巧 

Size 

全長：1565mm 

全语：诚0mm 
シートを： 670mm 
巧お地上萬：1邮mm 
ホイールべース：1080mm 
巧小回お半径：1.66m 
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BOULEVARD Ml09R 

Color Variation 

流れるような美しいシルエットが魅力的 
最大級のボアを誇るVツインを搭載 
へッドライトからテールエンドまでつながる流れるようなシル 

エットがアイデンティティ。スズキのフラッグシップに位置す 

るメガクルーザー。地上のまり物としては最大級のボアを誇る 

VツインエンジンはSDTV (スズキ.デュアル•スロットル. 

バルブ）を採用することにより最大出力125psのビッグハつ一 

を発生。 足まわりには高剛性を誇る倒立まフロントフォーク 

をセットし、その巨漢に相応しいを快な走りを披露する。 

眶ムaiiil71万1500円 

班乂シミュレーシヨン 

ホ両本が価格 163方円 
柏をを沒手抚き巧巧手巧料1万8000円 
納車を《巧 3万6000円 
巧込み巧％)を計を箱 176万8200円 

重a巧 7加0円 
自賠》なお巧(37ヶ月） 1巧7780円 

四!!79万3480円 

Specifications 
エンジン形ま 
挣ミ量/ボアXストローク1 
圧短率 1 
巧高出力/お大トルク’ 
ま巧M — 

水冷4ストDOHCV逛2ち巧 
1 1783CC/112.0mm X90.5mm 
!10.5 :1 

125ps/6200rpm/—kg-m/—rpm 
^347kg 

が》 —km/ 6 
お义方ま/始動方式 'フルトラ/セルフ 
タンク容*/オイル容量 19.5 5/4.7 2 
ミッションお式 
サスペンション前/後 
ブレー年前/巧 1 

5段 
倒立テレスコビック/スイングアーム 
ダブルディスク/シングルディスク 

タイヤ前/巧 ； 130/70-18/240/40-18 
フレーム形式 - — 

を悟： 875mm 
シート富： 705mm 
がな地上岳：130mm 
ホイールべース：1710mm 
巧小回お半径：一m 

BOULEVARD Ml 09R2 

Color Variation 

■パー;U?プラーブラック 
画■をでンデイタークチェリーレツド 

Price 

ESXSSE3171万1500円 

巧乂シミュレーション 

を巧本が価を 163万円 
诗を登録手按き巧巧手巧巧 1万8000円 
巧まを巧ネ斗 3巧6000円 

巧万8200円 お込みほ％)を計を巧 1’ 

ま量お 7500円 
自お責巧おお(37ヶ月） 1方7780円 

口EK互立179万3480円 

SUZUKI/スズキ 

巧在感際立つワイド& のフォルム 
スズキが誇る個性派メガクjレーザー 
M109Rのネイキッドバージョン。装備やスペックなど基本的 

なメカニブムはM109Rを踏誤するが、シャープなへッドライト 

デザインにより、印象は大きくをわる。SDTV採用Vツインエ 

ンジンは化回較域から力強い加速を巧露し、ム、地いいクルー 

ジングを体感できる。 

Specifications 
韦ンジ>おま — 
挣ま量/ボアXスト□ーク 
圧結を 

水冷4ストDOHCV型2気巧 
,1783CC/112.0mm X 90.5mm 

10.5 :1 
巧を出力/巧大トルク 125pが62001pm/—kg-m/—rpm 
車両重ft 347kg 
が《 —km/6 
お义方ま/始動方巧 フルトラ/セルフ 
タンクを量/オイル容量 19.5 6/4.7 6 
ミッション形ま : 5段 
サスペンシヨン前/後 :巧立;テレスコビック/スイングアーム 
ブレーキ前/巧 !ダブルディスク/シングルディスク 
タイヤ前/巧 130/70-18/240/40-18 

Size 

全長： 2480mm 

全慢： 875mm 
シート离： 705mm 
巧推:iせ上高：130mm 
ホイールベース：1710mm 
巧小回お半径：一m 

BOULEVARD C109R 

Color Variation 

スタンダードなクjレーザースタイルを演出 
ブルパ‘ードシリーズのニユーノ (ージョン 

圓C-ルネフラーフラック 
^早でンデイインデイフ;レ- 

81万6500円 

巧乂シミュレーシヨン 

ま巧本が価格 173万円 
食查登な手魚を巧巧手巧巧1万8000円 
巧ま巧 3巧6000円 
投込み(5%)合計を巧 187巧3200円 

重量税 巧00円 
自庭貴なおおは7ヶ月） 1巧7780円 

口因丘口3189万8480円 

ブルバードの新しいバリエーシヨンモデルとしてラインアップ 

に加わったC109R。丸おへ’ソドライト、カバーレスのラジエー 

夕一、 厚みのあるパッセンジャーシートと差別化がなされてお 

り、クラシカルなクルーザースタイルを演出。なおメカニズム 

に関してはM109と共通となる。 

Specifications 
エンジンおホ 
巧ち量/ボアXストローク 
圧巧ま " 
*巧出力/巧大トルク 

1水冷4ストDOHC V垫2気巧 
1783CC/112.0mm X 90.5mm 
10.5 :1 
114.2ps/6000rpm/—kg-m/—tpm 

•雨—な 380kg 
が* 」 —km/8 
お义方ま/お巧方式 
タンク容量/オイル容册 
ミッション形が 

フルトラ/セルフ 
i9.oe/5.oe 
娘 - - 

サスペンションお/巧， 正立テレスコビック/スイングアーム 
ブレーキ巧/巧 - 
タイヤ前/巧 

ダブルディミク/シングルディスク 
150/80-16/240/55-16 

フレームおが 1 — 

全精： 985mm 
シート奋： 705mm 
を低ま也上高：135mm 
ホイールべース：1755mm 
巧小回お半径： 一m 



HAYABUSA1300 
ヤブサ1300 

Color Variation 

〔E3プラスス乃ジシコの仆けタリ•，クミ巧のブシが— 
—:ぶち-巧ヴクけ5リツ乃。トムルイ 
口■バル.•なづ!小カイX メタいで巧ハクシルバ- 
—1.つう‘；か側げ朽X巧ィこ,ク：トムド 

Price 

rsなム巧:’',iM156万4500円 
好!乂シミュレーション 

車雨本が価を 149方円 
お査登録手規きげ巧手な巧1万8000円 
巧車を巧料 3万如00円 
拱込みほ％)合計をお 162巧1200円 

重量巧 7500円 
自賠資保険料(37ヶ月） 1方7780円 

口囚5な回164万6480円 

優れた空力性能を誇るエアロフォルム 
最強*最速バイクの称号は揺るざない 
昨年、満を持してフルモデルチIンジを実施し、第2世巧に突 

入したハヤブサ。エンジンは1340CCまでスケールアップし、 

SDTV、ツインインジXクターの装着により、最高出力はクラ 

ス最強の197psをマーク。基本的なフォルムは巧代を踏!!する 

が、メカニズム、走りは大きく進化を遂ザている。 

Specifications 
エンジンおが 
ホ気S/ボアXストローク 

水冷4ストDOHC4バルブが巧4気巧 
’1340cc/8l .0mm X 65.0mm 

圧結を 12.5:1 
巧畜出力/巧大トルク197PS/95如rpm/15.8kg-m,7200rpm 
車両重ft 260kg 
燃巧 一km/fi 
点义方が/始勤方式 フルトラ/セルフ 
タンク容量/オイル容量 1 21.0 e/4.oc 
ミッションお巧 . 6段 
サスペンション前/巧 巧立テレスコビック/スイングアーム 
ブレーキ前/後 ダブルディスク/女>グルディスク 
タイヤ前/後 120/70-17/190/50-17 
フレーム巧さぶ ダイヤモンド 

Size 

を長： 21901nm 

全幅； 735mm 
シート岳： 805mm 
おあ化上惠：120mm 
ホイールべース：1480mm 
巧小回お半径： 一m 

GSX-R1000 

Color Variation 

men .、タリ7クトリ■、ンタトけ支u方ツシユ於イト 
Hi 、乃ッかがリブ巧ット乃'，‘がが 
口aブラな方:かお?仆がタリ''.お巧.けの邮- 
^二n巧イブ-巧::リ-i/:..が州：> 巧5ック 

Price 

お m 未定 
廣乂シミュレーシヨン 

車両本が価格 一円 
读を登錢手概き巧巧手な巧 1万8000円 
巧まをお料 3万6000円 
税込みほ％)を計を巧 一円 

重量巧 7500円 
白お資イ呆おおは7ヶ月） 1巧7780円 

!.地 巧！ -円 

SU之iiKt/スズキ 

エンジン&フレームレイアウトを見直し 
よる軽く、よりコンパクトに生まれをわる 
最先端の技術を随時お入し、進化を遂げてきたGSX-Rシリー 

ズ。そのトップモデルとなるGSX-R1000がフルモデルチェッ 

ジを実施した。エンジンは従来モデルにがし、前後長6cm短縮 

を達成。これによりフレームの自由度が増したことで、勵性ア 

ップと軽量化を実現した。 

Specifications 
エンジン形ま 
排気*/ボアXストローク 

永冷4ストD0HC4バルブ化列4ち簡 
999cc/74.5mmX 57.3mm 

巧痛を 12.8 :1 
巧离出力/巧大トルク —ps/—rpm/—kg-m/—rpm 
車両重量 203kg 
が巧 —km/fi 
お义方が/おお方が フルトラ/セルフ 
タンク容t/オイル容« ' 17.5G/3.目 e 
ミッション形ま . 6段 
サスペンション前/巧 讶立テレ—スコビック/スイングアーム 
ブレーキ前/巧 ダブルディスク/シングルディスク 
タイヤ前/巧 120/70.17/190巧0-17 
フレームおま 'ダイヤモンド 

Size 

全長： 2045mm 

全房： 710mm 
シート富： 810mm 
巧な化上萬：130mm 
ホイールべース：1405mm 
巧小回お半径：一m 

GSX-R750 

Color Variation 

■z)バリブクトリトバiL-x巧;a乃。シ：Lのイト 
H .V;'トフラシクがタリジアむ•トブラプ州〇2 
0=1 ’Hレミ5-ジコのイトX メタリ:.•ク巧ティツクシ邮- 
■=1八•巧5ックがタリッ巧ジI巧パク:Hレド 

Price 

視狂SBB1135万4500円 
巧乂シミュレーシヨン 

車両本が価格 129万円 
诗查登録手魚を巧巧手巧お1万8000円 
巧車な備お 3万60加円 
税込み(5%)合計を巧 141乃1200円 

至量税 7加0円 
自賠巧保険料(37ヶ月） 1万7780円 

|歷化だ1143万6480円 

デビューむ巧、るくのライダーを魅了 
唯一のナナ八ン-スーパースポーツ 
レギュレーシヨンのを更によりスーパーバイクレースから姿を 

消し、750CCスーパースポーツが絶版される中、このクラスの 

バイオニア、GSX-R750は今なお健在。GSX-R600と共通のフ 

レームにハイスペックな直4DOHCを搭載。時代はをわっても 

その魅力は色あせていない。 

Specifications 
エンジン巧さま 水;令4ストD0HC4バルブお列4気巧 
が気:！/ポアXストローク750cc/70.0mmX48.7mm 
圧縮を 12.5 :1 
巧高出力/巧大トルク 149ps/'12200rpm/ —kg-m/—rpm 
車両重量 198kg 
お巧 —km/C 
お义方式/始動方式 フルトラ/セルフ 
タンク容fi/オイルさ* 17.0 e/2.9G 
ミッション形が 目段 
サスペンション前/後 倒立テレスコビック/スイングアーム 
ブレーキ前/巧 'ダブルディスク/シングルディスク 
タィャ前パを 120/70-17/180/55-17 
フレーム巧さま ,ダイヤモンド 

Size 

全長： 2040mm 

全お： 715mm 
シートあ： 810mm 
巧低地上富：130mm 
ホイールべース：1405mm 
巧小回お半径：一m 

GSX-R600 
GSX-R600 

二 .Jットフラックけ，ック;はレパ 
パールミラージュ巧ワイト 

Iットフラック 

Price 

m22133123万9000円 
巧乂シミュレーシヨン 

ま兩本化価格 118万円 
なを登録手統き代巧手なお1巧8000円 
巧車を巧料 3万6000円 
巧込み(5%)合計を巧 129万5700円 

重量税 7500円 
自賠責保険料は7ヶ月） 1巧7780円 

国"む1;,132万980円 

エンジン出力特性を任意でセレクトび可能 
従来のモデルにはなし席りやすさを提供 
400CC並のコンバクトなフォルムにハイスペックを誇る直4DOHC 

エンジンが搭載し、々元を越えた走りで、多くのライダーのハ 

-卜を酒んだGSX-R600。現斤モデルからGSX-mOOO同様エ 

ンジン出力特性を3パターンの中から任意でセレクトできるS- 

DMSを装備。これにより乗りやすさは格段に向上している。 

Specifications 
エンジン形式 
がち量/ボアXスト□-ク 

^水冷4ストD飢C4バルブお列4気话 
; 599cc/67.0mmX42.5mm 

圧縮を '12.8 :1 
おな出力/巧大トルク I21ps/12400rpm/ —kg-m/—rpm 
車両重量 196kg _ 
mn —km/C 
点义方が/始動でホ フルトラ/セルフ 
タンク容量/オイル容里 :i7.oe/2.9e 
ミツション形ホ - 6段_ 
サスペンション前パ史 讶立テレスコピック/スイングアーム 
ブレーキ巧/巧 ダブルディスク/シングルディスク 
タイヤ前/?を 120/70-17/180巧5-17 
フレームお式 ダイヤモンド 

Size 

全ち： 2040mm 
-L 

全お： 715mm 
シート萬： 810mm 
が(がを上富：130mm 
ホイールべース：1400mm 
巧小回お半径：一m 

182 



SV650SA ABS 

，こ、地いいVツインヴウンド奏でるミドルスポーツ 
+ 24目CCアップにより走りの質は大きくアップ 
軽量かつ剛性に懷れたアルミ製トラスフレームに排気量645CC 

のVツインエンジンを搭載したミドルスポーツ。かつて国内モ 

デルとしてもリリースされてぃたSV400Sの海が仕様で、か観 

は400Sと共通となるが、排気量を246CCアップさせたことじ 

より、その乗り巧の差は歴な。高速巡航にも不満の感じさせ 

なぃ、トルク感あふれる走行性能を発揮。ハーフカウルの装着 

により、精惇のフオルムに仕上がっている。 

Price 

匪】拙!'!!, 91万3500円 

规乂シミュレーシヨン 

ぎ兩ホか価格 87万円 
おを登録手巧き巧巧手巧料 1巧的00円 
納おを巧料 3巧6000円 
辛がるみ巧％)合計を巧 97：巧200円 

重量巧 7加0円 
自脂責巧お巧(37ヶ月） 1巧7780円 

1歷化m 99万5480円 

Specifications 
エンジン形ま 水を4ストD0HC4バルブV型2気巧 
巧気JI/ボアXストローク 645cc/81.0mmX62.6mm 
圧巧ま 11.5 ：1 
巧高出力/度大トルク 72ps/9000rpm/—kg-m/—rpm 
車両まS 199kg 
が度 —km/fi 
点火ちま/おおちま フルトラ/セルフ 
タンク容量/オイル容量 17.0 e/3.1 e 
ミッションおま >段 
サスペンション前パを 正立テレスコビック/スイングアーム 
ブレーキお/巧 ダブルディスク/シングルディスク 
タイヤ前/後 120/60-17/160/60-17 
フレームおな — 

Size 

全培： 730mm 
シート岳： 800mm 
巧化が!上离：155mm 
ホイールべース：1470mm 
を小回お半径：一m 

V-STROM650A ABS 
VストロームABS 

Color Variation 

^ — - づラーブラック 
\=i -Xタゾクオールトブレイ 
^年でンデイマツクスすレンジ 
c=i,‘ s—JしSラージュホワイト 

Price 

Lこなん曲。;バ00万8000円 

巧乂シミュレーション 

ま巧本が価格 96万円 
おを登な手巧き巧巧手をお3巧8000円 
巧まを巧料 3巧6000円 
巧込みほ％)合計を巧 106巧4700円 

を患お 7500円 
き賠資保険巧(37ヶ月’> 1万7780円 

□EKTO3108万9980円 

デイリーユースとスポーツ性能を兩立した 
使し、勝手に優れたマルチパーパス 
扱いやすくいVツインエンジン、低めに設定されたシートによ 

り乗り手を選ばず、デイリーュースからツーリングまでマルチ 

に使用できる頼もしし、1台。優れたウインドプロテクションを 

発揮するハーフカウルの装着じより、高速巡統はもちろんロン 

グ、ソーリングも快適かつ楽しい走りが堪能できる。 

Specifications 
エンジンおま 
揉ち董/ボアXストローク 
圧掩率 ' 
巧奋出力/巧大トルク 
ま巧重ft 
が巧 
点火でが/始動方式 
タンク容5/オイル容量 
ミッションおま 
サスペンション前/巧 
ブレーキ前パお 
タイヤ前/?を 
フレームおが 

水を4ストD0HC4バルブV塑2ま巧 
645CC/81.0mmX62.6mm 
11.5 :1 
66.6ps/8800rpm/—kg-m/— rpm 
220kg 
—km/fi 
フルトラ/セルフ 
22.06/3.1 e 
6段 
正なテレスコピック/スイングアーム 
ダブルデイスク/シングルデイスク 
110/80-17/150/60-17 

Size 

を長： 2290mm 

病 
をな 
1390 
诚.巧: 
mm 

を幅： 840mm 
シート萬： 820mm 
巧あ地上离：165mm 
ホイールべース：1555mm 
巧小回お半径：一m 

DR650SE 

color Variation 

^ Jットフラック 
CZIソIJ二’ドスペシ，ルホワイhNo2 

Price 

鹏ムミな.!;'! 66万1500円 

巧乂シミュレーシヨン 

車面本が価格 63万円 
读巧登な手持き巧巧手巧ま斗 1万8000円 
供まを巧お 3乃6000円 
巧込みほ％;を計を巧 71万8200円 

重量巧 7500円 
自お黄巧お巧（37ヶ月^ 1巧7780円 

，酒…た1 74万3480円 

ステージに合わせ変更できるシート高 
タフな走りび楽しめるデュアルイ\パス 
信頼性の高い空を単気筒エンジンはトルクフルかつ巧いやす 

い特性を持ち、コンパクトじまとまったフレームと相まって、 

ビックシングルならではの力強し、走りが染しめる。またDR650SE 

ではシート高の設をが巧能で、か格、路面げ況、走行が；兄に 

応じたセッティングが施せる。 

Specifications 
エンジン形ま 空冷4ストSOHC単気茵 
巧ま量/ボアXストローク 
圧游を 
巧高出力/巧大トルク 
車両を量 
が貧 

644CC/100.0mmX82.0mm 
9.5 :1 
43ps/6400rpm/ …kg-m/—rpm 
166kg 
—km/fi 

ホ义方ホ/始叔方まIフルトラ/セルフ 
タンク容量/オイル容« 13.06/2.66 
ミッション形が 5段 
サスペンション巧/巧 正立テレスコビック/スイングアーム 
ブレー年おパを シングルディスク/シンブルディスク 
タイャ前/後 90/90-21/120/90-17 
フレーム形が 一 

Size 

全長： 2255mm 

全恒： 865mm 
シート富： 8妨mm 
巧巧:地上离： 265mm 
ホイールべース：1490mm 
巧小回お半径：一m 183 



1400CTR 
140OG巧 

Price 

四匹SE3159万6000円 
苗乂シミュレーシヨン 

ま両本か価ち 152万円 
巧査登结キ統き化巧手巧巧1万8000円 
巧ま監衡料 3方6000円 
巧込み巧％)を計を巧 165万2700円 

重量巧は年） 巧00円 
自賠資保お巧(24ヶ月） 1万7780円 

四皿2111167万7980円 

メガスポーツにツアラーの要素を組み这んだ 
カワサキらしし、新ジャンルのスポーツモデル 
ZZR1400に搭載される水冷4ストDOHCエンジンに可をバルブ 

タイミング機構を装備、アルミモノコックフレームじシャフト 

ドライブを組み合わせることで新たな走りの性能を手に入れ 

たツアラーモデル。ロングツーリングに重まするパニアケース 

やキャリアを標準装備する。 

Specifications 
エンジンおま 1水冷4ストD飢C4バルブを列4気巧 
巧ち量/ボアXストローク1 ；13さ2cc/84.0mmX61.0mm 
圧撫 
巧萬出力/巧大トルク 
車巧重a 

；10.7 :1 
—ps/—rpm / —kg-m/—rpm 
279kg 

燃!！ 
烏夾话死输ホぶ 
タンク容量/オイルを1 
ミッション形ま 
サスペンション前/巧 

I-km/e 
デジタル/セルフ 
22.0e/--fi 
娘 
巧立テレスコピック/ミイン方アーム 

プレーキ前/後 
タイヤ前/巧 

ダブルディスク/シングルディスク 
120/70-17/190/50-17 

フレームおま モノコック 

窃ze 

全長： 2270mm 

全お：1000mm 
シートち： 815mm 
あほ化上あ：125mm 
ホイールべース：1520mm 
巧小圓転半径： 一m 

ZZR1400 
ZZR14(X 

Color V 

Mキでンデイパートンオレンジ 
Hメタリックディアフ□ブラック 
Hキでンデイブイサモンドレジド 
■ メタリックディア:;□フラック（ABSなが） 

Price 

隱ム端立1149万1000円〜 
ABS仕な155万4000円 

押入シミュレーシヨン 

巧西本が価巧 142万円 
検査登括キ访をげ巧キを巧1巧的00円 
巧車芭祝巧 3万關加円 
巧込み巧％)を計を® 154巧?700円 

至量巧 巧00円 
自賠责巧お巧(37ヶ月） 1巧7780円 

面！！niaal57万2980円 

圧倒のなイじ7才ーマンスを披露しなび5 
扱いやずさび魅力のメガスポーツ 
メガスポーツの礎を築いたZZRシリーブの最新銳。スポーツモ 

デルとしては最大級の排気量と誇る水冷DOHCエンジンは、最 

高出力190ps&最大トルク15.7kg-mという驚異的なスペック 

を披露。そのスペックからは想像できないほど味付けはマイル 

ドで、非常に扱いやすい。 

Specifications 
エンジンお式 
巧ちfi/ポアXストローク 
圧縮を 
巧离出力/巧大トルク 
車両ま量 

:水冷4ストDOHC4バルブが列4気椅 
；1352CC/84.0mmX61.0mm 
1 12.0^1 

—ps/—rpm /—kg-m/—rpm 
. 257kg 一 _ 

が女’— ,—km/C 
お火方ま/始苗}方式デジタル/セルフ 
タンク容量/オイル容量 
ミッション形式 

22.0 2/—C 
，目段——一--— 

サスペンション前/巧 .任!立テレスコピック/スイングアーム 
プレーキ前/巧 ダブルディスク/シングルディスク 
タイヤ前バg 120/70-17/190/50-17 
フレームおま モノコック 

Size 

全長： 2170mm 

全お： 760mm 
シート奋： 800mm 
巧低地上寓：—mm 
ホイールべース：1460mm 
巧小回お半を：一m 

Ninja ZX-10R 

Color Variation 

Hライムブゾーン 

Price_ 

匿ムロロ1け36万5000円 

ライムグリ-ン138万60日0円 

篇乂シミュレーシヨン 

ま巧本化価格 130万円 
持を登録を巧き巧斤手を巧1万扣の〇円 
拽ま監巧料 3万拭の0円 
巧込み巧％)さ計を額 142巧1700円 

ま■巧 7500円 
自賠責保険巧は7ヶ月） 1万口扣)円 

口巧5立立144万6980円 

エンジン出力の向上と軽量化により 
走りの質を大きくレベルアップ 
08年にフルモデルチIンジがま施され、リッターモデルながら 

ミドルクラス並のコンパクトさと徹底的な軽量化を実現。ェ 

ンジンは吸気ポート、棺円形状スロットルボディの形が変更、 

セカンダリインジェクターの採用じより、先代を上回る188ps 

というハイスペックを手に入れた。 

Specifications 
エンジンお式 
排巧i/ボアXストローク 
圧結套 

998cc/76.0mmX55.0mm 
12.9 :1 

巧奇出力/巧大トルク —ps/—rpm / —kg-m/■—rpm 
車両をS 
が巧 < 

208kg 
-kg/G 

点义方ま/お苗!方ま デジタル/ちルフ 
タンク容量/オイルさ■ 17.0e/—e 
ミッション形式 
サスペンション前/巧 

目段 " 
舒立テレスコビック/スイングアーム 

ブレーキお/巧 ダブルディスク/シングルディスク 
タィヤおパを 
フレーム形ボ 

120/70-17/190/50-17 
■バックボーン 

Size 

全長： 2110mm 

全慢：710mm 
シート奋： 830mm 
巧お地上言：125mm 
ホイールベース：1415mm 
巧小国ち半径：一mm 
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Z1000 
Z1000 

Color Variation 

Price 

1;ザホ王た巧で口 105万円 

が乂シミュレーシヨン 

車両本が価な 100方円 
おを登録手巧き代巧手致お1万8000円 
がまをお料 3巧6000円 
巧&みほ％)合計を巧 110万6700円 

を量お 7500円 
自賠*なお料(37ヶ月） 1巧7780円 

四曲な13113万1980円 

個性陽立つアグレッシブなフオルム 
八イバフオーマンスネイキッド 
鍛えめかれたアスリートの筋肉のようなアグレッシブなフオル 

ムが与えられたハイパフオーマンスネイキッド。特徴的なへッ 

ドライト&ビキニカウル、左右出しの異お才ールステンレス製 

マフラーなどカワサキらしい個性溢れるスタイリングが魅力 

的。スタイリング同様、走りも熱い。 

Specifications 
エンジンお式 ム水を4ストD0HC4バルブ化夕蜂を巧 
拚を量/ボアXストローク，953cc/77.2mmX50-9mm 

足お率 111.2 :1 . 
巧な出力/g大トルクI—ps/—rpm /—kg-m/—rpm 
ま両S量 

—km/e 
ホ义方が/始動ち式デジタル/セルフ 
タンク容量/オイル容fi 18.5B/—2 全僖： 780mm 

シート岳： 820mm 
巧低地上な：160mm 
ホイールべース：1445mm 
巧小回お半径：一m 



WASAKI/力7サキ 

Z7弓0 
Z750 

Color Variation 

^キでンデイインペリアルスト 

Price 

imムm 90万3000円 

»乂シミュレーシヨン 

巧巧本化価を 86万円 
お杏登録手拐き巧巧手致お 1巧8000円 
巧ま整備お 3万6000円 
税込みほ％)合討を巧 95巧9700円 

重量巧 7500円 
き装貸なおす斗く37ヶ巧） 1巧7780円 

r■厕主;-y 98万4980円 

ワインディングを娜爽と駆け巧ける 
アバンギャルドなネイキッドモデル 
ストリートからワインデイングまで俊敏に楽しむことを目的に 

開発されたスポーツネイキッド。スタリング同様、そのシャー 

プなハンドリングと走行感覚は、リッタークラスにはちをしな 

い軽快で切れ巧のあるフイーリングを披露。アバンギャルドな 

造お美も魅力のひとつだ。 

Specifications 
エンジン形ホ 
巧巧量/ボアXストロークi 

Jお冷4ストD0HC4バル7化列4気苗 
748cc/68.4mmX 50.9mm 

圧短を 1 
巧高出力/巧大トルクi 
車巧重ft ■ i 

11.3 :1 
一ps/一rpm / 一kg-m/一rpm 
226咕 

が《 
点义方式/始勒方式: 

—km/6 
デジタル/セルフ 

タンク容量/オイル容量1 
ミッションおま 
サスペンション前/後 
ブレーキ前/巧 1 
タイヤ前/巧 : 

18-5 8/-e 
目段 
巧立テレスコビック/スイングアーム 
ダブルディスク/シングルディスク 
120/70-17/180/55-17 

フレーム形ま チューブラーバックボーン 

Size 

を長： 2085mm 

Stffeお 
全傷： 805mm 
シート寄： 815mm 
巧な化上高：155mm 
ホイールべース：1440mm 
あ小回お半径： 一m 

Ninja ZX-6R 
ニンジヤZXぶR 

Color Variation 

Bライムグリーン 
Mイタリックデイアブ□フラック 

Price _ 

I i-a■山111万3000円 

W乂シミュレーシヨン 

を両本巧価お 106万円 
おを登録手魚き巧巧手なお1方8000円 
巧巧疫巧お 3万6000円 
税込み(5%)をItを巧 116方9700円 

S量巧 7500円 
きお責保おおは7ケ巧） 1刀77如円 

□EBTna119巧4980円 

4年ぶりにフルモデルチェンジを実施 
コントロール性能にさ5なる磨きをかける 
リッタークラスと比較しても遜色ない、高いポテンシャルを秘 

めるミドルクラスのスーパースポーツモデル。正確無比なコン 

トロール性能を目指し、4年ぶりにフルモデルチてンジが実施 

した。フレームは軽量化とマスの集中化による剛性アップを図 

り、を巧安定性を高めた。 

Specifications 
エンジン形式 I水を4ストD0HC4バルブな列4気巧 
巧_?■/ボアXストロ —ク 599cc/67.0mmX42.5mm 
圧巧を ！13.3 :1 
巧窝些力/巧大トル？1—ps/—rpm /—咕nV—のm 
車巧重Jt 191kg 
が S —.-Kg/e 
点义方ま/お助方ま：デジタル/セルフ 
タンク容量/オイル容量 17.02/ — e 
ミッションJfj式 
サスペンション前/後’倒なテレスコピック, 
プレーキ前パを 
当ィャ前/學 
ス！ご*ム形を_ 

6段 _ 
-- スィング 
ダブルデ< スク/シングルデ. 
120/70-17/180/55-17 

bize 

全長： 2090mm 

お 
全吾：1115mm 
シート富： 815mm 
友低地上窝：120mm 
ホイールべース；1400mm 
を小回お半径： 一m 

ER-6n 

Price 

1細ム巧!北177万7000円 

屏乂シミュレーシヨン 

ま両本が価巧 74万円 
お査登な手巧き代行手巧お 1巧8000円 
巧幸を巧お 3巧目000円 
税込み巧％)さ計をお 83万3700円 

重量巧 7500円 
自お黄巧おおは7ヶ巧） 1万7780円 

1山!j田支!!, 1 85万8980円 

新時げの到来を予感させる個性派モデル 
オールマイティに使えるネイキッドスポーツ 
縦型2灯へッドライトやビキニカウル、特徴的な構造のリアサ 

スペンション、エンジン下に装着されたマフラーなど、そのす 

ベてがこれまでのカワサキとは一線を画すユニークなつくりが 

なされている。コンパクトで取り回しに優れたスタイリッシュ 

な中排気量スポーツモデルだ。 

Specifications 
エンジンおま 
巧ち量/ボアXストローク 

^水冷4ストD0HC4バルブ巧列2気巧 
649cc/83.0mmX60.0mm 

圧巧率 
最离出力/巧大トルク 
車両を量 

11.3 :1 
—ps/—rpm /—kg-m/—rpm 
200kg 

燃巧 ! -kg/fi 
点义方ホ/始動方式 
タンク容量/オイル容量 
ミッション形ま 

[デジタル/セルフ 
115.5- 
’ 6段 

サスペンション前パをI正立テレスコピック/スイングアーム 
ブレーキ前/後 广ダブルディスク/シングルディスク 
タイヤおパを 1 120/70-17/160/60-17 
フレーム形式 ダイヤモンド 

Size 

を長： 2100mm 

を幅； 760mm 
シートあ： 785mm 
巧做せ上萬：140mm 
ホイールべース；1405mm 
兄小回ち半径： 一m 

ER-6f 

Color Variation 

Price_ 

i.mjiuirii-i 81方9000円 

篇乂シミュレーシヨン 

ま商本巧価巧 78万円 
巧史登沒キ抚き巧巧手なお1巧8000円 
巧をを併料 3巧如00円 
棋込みほ％)合おを巧 87方5700円 

重*我 7500巧 
きお資保を料は7ヶ月： 1万7780円 

m地石’■刊 90万980円 

カウルの装着により走巧を定性び向上 
快適な高遠クルージングを約束 
個性派ネイキッド、ER6nをべースとするが、フルカウルを装 

着により、よりスポーテイなフオルムが与えられている。エア 

ロダイナミクスの向上じより、不快な風切り音が軽減。快適 

な高速クルージングを約ましてくれる。才一いくイに乗る悦び 

を再確認させる1台だ。 

Specifications 
エンジン形ま 
巧ち通/ボアXストローク 

3^<：冷4ストDOHC4/；5ルブ並列 
649cc/83.0mmX60.0mm 

圧痛率 
巧な出力大トルク 
車両ち量 

’11.3 :1 
1 —ps/—rpm /—kg-m/—rpm 

204kg 
mi-i 
点义方ま/始動方式 
タンク容量/オイル容量 
ミツション形式 
サスペンション前パあ1 
ブレーキ巧/後 1 
タイヤmを 
フレ-ムがま 1 

L—kg/e 
デジタル/セルフ 

:15.5G/—e 
. 6段 - - 
左立:テレスコピック/スイン女アーム 
ダブルディスク/シングルディスク 
120/70-17/160/60-17 

^ダイヤモンド 

Size 

を長： 2100mm 

全幅： 760mm 
シート岳： 790mm 
最な地上萬：145mm 
ホイールべース：1410mm 
巧小回お半径：一m 
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素敵なガレージとライフスタイル 

MOTOR CYCLE IN THE 

GARAGE 
才一いくイ乗りの夢でもあるガレージ。 

今回は、夢を実現した現を、ゆとりの 

'ージライフをエンジョイしてぃる 

巧名に登場頂くことにした。早速、 

憧れをカタチにしたこだわりのガレージ 

を拝見することにしよう。 

ガレー 

というこ 



^ IJ MOTOR CYCLE …THE GARAGE 

FILE# 0170年代の懐かしさとアメリカンスタイルを融合 

今最も落ち着ける場所そして仲間が集う場所 

OWNER増尾魁さん(神奈川県) 

広々としたガレージの中にカワサ 

キの750SS (H2)とゼファー、そ 

してハーレーダビッドソンFXST-B 

の3台を巧有する増尾さん。じ(前は 

お店だったという一軒家を購入し、 

ガレージへと改装。下度半分程のス 

ぺースはメンテナンススぺースを兼 

ねたガレージとしてま用し、もう一 

方にはFXST-Bを置いた。ガレージ 

を巧有する前からなぜか好きで集め 

てし、たというネオンサインやホット 

ホイールシリーズが壁に飾られ、ア 

メリカンな雰四気を釀し出し、まる 

でFXST-Bを所有することが運をで 

あったかのように見事にマッチして 

いるのが印象的だ。 

「仕事から帰ると、部屋に上がる 

前にまずはガレージ。ここが一番落 

ち着くんです」。才ートバイに舰れ 

ながらタバコをくゆらせる、そんな 

静かなひとときを過ごす寶がを味わ 

つているとのことだ。「もちろん若 

い頃はガレージなんて持てはしなか 

つた、屋根のある暖かい場所でバイ 

クをいじりたい、いつかはガレージ 

を持ちたいという思いがようや〈実 

現した感じです」。休日は友人が集 

まりバーべキユーなども楽しむとい 

う増尾さん、憧れのガレージライフ 

を十分に満喫している様子だ。 

いつかガレージを混 
つたら壁に飾ろうと思 
い、若い頃からコッコ 
ッと集めてきたといラ 
パネル類。ハーレー 
が S かれたガレージ 

「メンテナンスはほとんど自みで」という増屋さんの工具類はさ 
すがに一流品デろい。本人的にはまだまだ足りないとか。 

今では希少車となつたマツ/、(H2)だが、そのコンディションはあ高。長距離のツーリングにはゼファーを巧っているとのこと< 

エンジニアという職業柄、手に入らない部 
品はなんと、自分で旋盤を回して造ってしま 
うという器用さ。 

-度乗ったら虜になってしまったというハ 
-レーダビッドソンFXST-邑。広いガレー 
ジにゆったり と宙かれていた。 
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FILE# 02 アメリカンスタイルの大型ガレージで過ごす賛沢なイネ日 

OWNER王輪斉さん(群馬県) 

&茜さん 

ガレージには才ーバースライドまのシャツタ 
—を完備。中間のステイを取り外す手間が 
嫌で、7.3X2.8mというまさに大開口のシャ 
ッターを取がけたとのこと。 

2006年から乗りはじめたというを車のハ 
—レーダビツドソン^そのあじ備えられて 
いるのはミニキッチン。簡単な調理やお 
湯を沸かur瑚排などが入れられる。 

これが趣味の部屋となるごを人のホビ 
ールーム。ガラス越しにガレージを眺め 
ながら、エアガンやウォッチ、の手入れ 
をする。実に巧雅なガレージライフだ。 

希望を随所に取り入れ、完璧なる出来 

群馬県前橋巿で豊かなガレージライフを 

満喫しているのは、建築会社を経営する=輪 

さん。ガレージに憧れを持つようになったの 

は40年も前のこと。「中学から憧れていまし 

た。建物が好きで、いつしか建築の道へと進 

み、建設会社に勤めることになり、ようやく夢 

を現実にできたのです」。設計は自らが手が 

け、確実に埋想をカタチにした。母屋から繫 

がるビルトインまのガレージは、大型の才一 

バースライド式シャツターを完備。中には常 

時ハーレーダビツドソンFXDL□-ライターを 

筆頭にモンキー、ゴリラなど（化にクルマ2台） 

が大切に保管されてぃる。 

現在所有台数は全部で7台とぃう大の才 

-いくイ女子き。そしてガレージを持ったら絶が 

に造りたかったものがもうひとつ、ガラス窓越 

しにガレージ内を眺めることのできるホビール 

—しだった。その夢も叶い、ガレージ横には、 

自身の趣巧室を完備。中には、エアガンや 

ウォッチ、レイバンなどのコレクションが'多数 

並べられ、そこは父の城となっていた。 

若いときは団地住まい、野ざらしで巧れた 

クルマを見るたびにいつかはガレージを、人 

とクルマがともに暮らせる広いガレージせの 

家が欲しし、と願っていたという；輪さん。今 

では周りもうらやむほどの豊かなガレージラ 

イフをおくられていた。 
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MOTOR CYCLE IN THE GARAGE 

FILE# 03 Iフアン垂顯の名車2台と楽しむガレージライフ 

天井までの高さをいっぱいに 
使し、、當面に沿って造り付け 
じしたというこだわりのち 
棚。オートバイなどの雑誌が 
詰め込まれている。 

を棚の横には2枚の巧 
を取付けて、棚を造り付 
けている。工具やへル 
メットなどを巧いている。 

エアコンプレッサーも常備してタイヤの 
エアもこまめにチェック。才ートバイの 
巧れ巧しにも使っている。 

壁面には趣味で集めた 
才ートバイのポスターと 
大好きだったというカー 
卜に乗る幼いアイルトン 
セナのモノクロームポス 
夕一が飾ってある。 

ガレージというよりも、ひとつの部屋をイメージ 
神奈川県藤がホにガレージを持つ 

杉崎さん。母屋から繫がる1室をその 

まま使って造ったとぃうガレージ内に 

は、カワサキの900RSに1)とスブキの 

ハスラー(TS-400)とぃう70年代の名 

まを2台格納。巧をフローリングにした 

のは、「コンクリートではぃかにも車庫 

とぃう感じがしたため、あたかも部屋の 

中に才一い'(イを置ぃてぃるとぃうイメ 

-ジが欲しかったから」とぃう才ーナー 

の杉崎さんのこだわり。 

壁面には大巧きな写真やポスターの 

類ぃを飾り付け、趣巧で乗る自転車を 

1台と。そしてどうしてもガレージに欲 

しかったという作り付けの書棚。中に 

は才ートバイやクルマなどの遮みの雑 

誌を詰め込み、イ木日はガレージの前に 

アウトドア用のテーカレとチェアーを置 

き、大好きな才一い《イの雑誌を読み 

ながらテイータイムを楽しむ。仲間が集 

えば、夜はそのまま宴会へと突入する 

そうだ。都会での惊ただしさから一線 

を画して、ひととき、静寂に浸る。大女子 

きな才一い《イと共に過ごす休日に/レ 

身ともにリフレッシュしてウイークデーへ 

と突入。そんなメリハリのある生活こそ 

が、憧れ続けたガレージを手にすること 

ができた秘訣とのこと。 
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いっかは持ちたい、そう惶れるのはやはり母屋と繁がる大型のビルトインガレージ。しかし、今はまだ早し、、 
あるし、は家とは別の場所に、隠れ家のようなスぺースが欲しいという方にマッチするビルトインガレ-ジを 

備えた賃貸マンションを紹介しよう。 

今だからこそ楽しめる自分だけのガレージライフ 
SE41822 

SE41822は、真っ白な壁と滑らかな曲線が 

使われた何ともモダンな建物。を住居の玄 

関扉は両開きタイプにして、間口は1.7メート 

ル（room1,2,7,8、room3,4,5,6は1.3m)を確 

な。ハーレーダビッドソンなど大型の才ート 

バイの出し入れも楽にできるように、十分な 

広さを持たせている。1階部分の巧はコンク 

リートで±間風に仕上げ、その横にバスタブ 

などの水回りを設置。螺旋階段を使って居間 

スぺースへと上がる仕組みだ。 

さて今回は、ガレージを手にして、スポー 

ツスターから現在のFLHTCエレクトラグライ 

ドへと買い替えたという徳竹さんにお話を伺 

うことができた。r凹前は自宅から離れた場 

巧に駐輪場を借り、わざわざ原付であう生ま 

をしていましたが、ここに住んでからは常に才 

-トバイが身近にあり、気配を感じながら生 

まできることがなにより嬉しく思います。を関 

扉の間口も広く、オートバイの出し入れも楽 

ですし、全長2mもの大型モデルでもを格で 

格納できます。大好きな才ートバイがすぐそ 

ばにある安ん、感、それに好きな時に才ートバ 

イに独れることが一番の悦びです」。 

ガレージスぺースはまだゆとりがあり、オー 

トバイの化にも自転車をディスプレイ。才ート 

バイ乗り垂诞のガレージ付マンションライフを 

満喫している様子だ。 

遮せ認纖滯濟歎機舞親瓣機簡驢班攫^織爲»端端端=1,端就°鑑辭溫 
司/ナカエアークテクツー級を菜±»務巧※現在をまの巧屋の情巧です。問合せ先：なま会せアールェイジの0120-997-200 

建築家が考えるガレージマンションの埋想のカタチ 
グラウンド]桜木町 

グラウンドIV桜木町は、住む人のライフスタ 

イルを想イまし、それに合わせて建物をデザイン 

するとぃう全く新ししロンセプトから誕生したデ 

ザイナーズマンションだ。面白ぃのは2階建て 

なのに撇こ4つのフロアーを巧えるようになって 

ぃること。2階建て4屠式とぃう建築方まで建 

てられたマンションなのである。道路面より低 

ぃ位置にある±地を有効活用するための手法 

でもあるが、入り口となる玄関を通常の建物の 

2階となるフロアーに設けてぃるのが特徴。こ 

こはファースロロアーと呼ばれ、道路から玄 

関へのアプローチはスチール製のグレーチン 

グを橋ミ度し、玄関扉は2枚まの親子ドアを採 

用、両扉を開け放つことで1.40mとし、う大開口 

となり、ハーレーなど大型の才一いくイの出し入 

れも楽にできるよう設計されてぃる。駐車スぺ 

-スは約15mでハーレーなどの大型モデルな 

ら2台tその他にきあバイクが1台の合計3台 

を格納することが可能。そに、入お中に愛車 

を眺められるようにとバスルームはガラス張り 

にするなど、なんともん、憎い演出が施されてい 

るのもデザイナーズならでは。 

また、通常の1階となるフロアーは、グラウン 

ドフロアーと名付けられ、あえて窓を設けてい 

なし、のが特徴だ。まるで隠れ家か秘密ま地の 

ような部屋だが、ワークスペースやベッドルーム 

として、あるし、は一面真っ白の壁面を利用すれ 

ば、プロジェクターをお影して、シアタールーム 

としての活用も可能。 

さらに、居住スぺースとなる2階は、セカンド 

フロアー-hトップフ□アー(ロフト)という構成。 

巧の一部はグレーチングが採用され、階下の 

才ートバイを見ることもできるなど、建築家こ 

だわりのエッセンスもをがれている。トップフ 

ロアー(ロフト)はベッドルームとして、あるいは、 

ホビースぺースとしての活用も可能だ。この4 

層空間をどう使って暮らすのか、それはそこに 

住まう人のセンス次第。建物と空間をプロデ 

ュースするのが建築家なら、暮らしをデザイン 

するのは住む人の役割であり楽しみでもある 

というBE-FUN DESにN/ビーフンデザイン 

の最新作、いずれにしても、才一い《イを趣味 

とする大人の男の遊びん、をくすぐる魅力が溢 

れる仕様となってし、ることは間違いない。 

設計：進藤強/-級建築事務所ビーフンデザイン 

1973年生まれ。96年を都指華大学卒業。アーキテクトンを 
経て2001年BE-FUN DESにN/ビーフンデザイン共同設立。 
info@be-fun.com 

i雲を!す禪T載淵rs觀識難?K戴雜魏離網^:^懲ミ散類?漏鐵?S織織^纖滞驗織、 
内51 ごホ望の方は kurashige@pleasurelink.net 
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MAKER a DEALER LIST 
メーカー&デイーラーリスト（順不同） 

■国内モデル 

Eazy Riders :イージーライダース 
巧03-3306-5654 
http://www.easyriders.jp 

EFECTOR :ライダーズカフェ 
巧092-262-5550 
http://www.riderzcafe.com 

HONDA :本田技研工業 
お客様相談室函0120-086-819 
http://www.honda.co.jp/ 

YAMAHA :ヤマハ発動機 
お客樣ホ目談ま函0120-090-819 
httpy/www.yamaha-motor.jp/ 

SUZUKI :スズキ 
お客様相談室函0120-402-253 
http://www.suzuki.co.jp/ 

KAWASAKI :カワサキモータースジヤパン 
お客様相談室函0120-400-819 
http://www.kawasaki-motors.com/ 

■輪入モデル 

aprilia :アプリリアジャパン 
巧045-477-2605 
http://www.apriliajapan.co.jp 

BMW :目MWカスタマーセンター 
画0120-55-3578 
http://www.bmw-motorrad.jp 

BUELL :ハーレーダビッドソンジャパン 
S 03-3457-0991 
httpy/www.buell.jp 

DUCATI :ドウカティ-ジャパン 
巧03-3794-5001 
httpy/www.ducati.com 

Harley-Davidson :ハーレーダビッドソンジャパン 
a 03-3457-0991 
http://www.harley-davidson.co.jp 

KTM : KTMジャパン 
巧03-3527-8885 
http://www.ktm-japan.co.jp 

Malaguti :マラグーティジャポーネ 
趣0120-819-374 
http://www.malaguti.jp 

MOTOGUZZI :福田モーター商会 
。03-3468-6841 
http://www.motoguzzi.jp 

PIAGGIO :成川商会 
。03-3542-0766 
http://www.narikawa.co.jp 

TRIUMPH :トライアンフコール 
巧03-5501-7447 

http://www.tnumph-motorcycles.co.jp 

ADIVA :アディバジャパン 
048-984-5708 
y/www.adiva.co.jp 

BAJAJ : CKデザイン 
巧0424-88-0041 
httpy/www.ko之吕 ru.us 

Beta :ベータモータージャパン 
巧0763-22-1731 
http://www.betamotor.jp/ 

bimota :コJレセ 
巧046-220-1611 
httpyAvww.motocorse.jp 

eGOVEHにLES :エコモト 
巧042-543-9646 
http://www.ecomotoinc.com 

ETHOS DESIGN :エトスデザイン 
巧078-747-5255 
httpy/ethos-design.info 

GASGAS :亞路欧 
巧03-3419-6053 
http://www.arrow-moto.com 

GILERA:成川商会 
巧03-3542-0766 
http;//www.narikawa.co.jp 

H0REX : CKデザイン 
巧0424-88-0041 
http://www.kozaru.us 

HUSABERG :フサべル•ジャパン 
巧03-3663-2320 
http*y/www.husaberg.jp 

Husqvarna : MVアグスタジャパン 
巧0538-23-0861 
http://www.cagiva.co.jp 

HYOSUNG :ヒヨースンジャパン 
巧03-3663-2450 
http://www.hsmc.jp 

KYMCO :キムコジャパン 
巧048-923-1308 
httpy/www.kymco.co.jp 

LML : LMLジャノくン 
a 03-5489-7180 
httpy/www.lml-japan.com 

Montesa :エトスデザイン 
巧078-747-5255 
http://ethos-design.info 

MOTOBECANE : PMCJ 
巧03-6379-2553 
http://www.motobecane.jp 

MVAGUSTA : MVアグスタジャパン 
巧0538-23-0861 
http://www.cagiva.co.jp 

OSCA : CKデザイン 
a 0424-88-0041 
http://www.kozaru.us 

PEUGEOT :プジヨーモトサイクルジャポン 
巧03-5355-6322 
http://www.peugeot-moto.com 

PGO :ナーベルフオース 
な048-449-0021 
httpy/www.novelforce.com 

QINGQI :ビーエスノア 
巧048-458-6666 
http://www.bs-noah.com 

RoadHopper:プロトMC事業部 
巧0565-52-7138 
http://www.roadhopper.com 

RODEO MOTORCYCLE： ロデオマニュファクチュアリング 
巧027-370-4000 
httpy/www.rodeomotorcycle.com 

BOSS HOSS :ボスホスサイクルジャパン 
a 0284-64-0214 
httpy/www.bosshoss.co.jp 

CAGIVA : MVアグスタジャパン 
。0538-23-0861 
httpy/www.mv-agusta.co.jp 

ROYAL ENFIELD :才ーヴァーレーシング 
巧059-378-4255 
http://www.enfield-japan.jp/ 

SACHS BIKES :モトスタージャパン 
巧048-285-2850 
http://www.motostar.co.jp 

DAELIM : CPF 
巧06-6323-5561 

DERBI :成川商会 
巧03-3542-0766 
http://WWW. narikawa.co.jp 

SCORPA :エスジャパン 
巧0551-30-0135 
http://sjapan.jp 

SHERCO :カシック 
巧084-940-3866 

D旧Iasi :アトラス 
巧072-624-7560 
http://www.atias-kk.co.jp/ 

SUZUKI ••アトラス 
泣072-624-7560 
http://www.atlas-kk.co.jp 

SYM :ェムス’•商会 
巧03-3452-5328 
httpi/A/vww.sym-jp.com 

TGB : CPF 
巧06-6323-5561 

http://www.geocities.jp/f 山 ai—daidou1/cpf/tgb/TGB_TOP/TGB-TOP.htm 

THAI HONDA :エンデュランス 
巧049-222-7770 
http://www.endurance.co.jp 

tm Racing :うえさか賢易 
な0123-72-6171 

http://www.tmracingjapan.com 

URAL :ウラルジャパン 
巧0776-82-8899 
http://www.ural-jp.com 

VERTEMATI :コルセ 
巧046-220-1611 
http://www.motocorse.jp 

VESPA:肋I恼会 
巧03-3542-0766 
http ://www. 口 arikawa.co.jp 

VYRUS :グリースモンキー/スクーデリア 
巧045-924-3522 
http://www.greasemonkey.co.jp 

XISPA :エスジャパン 
巧0551-28-5207 
http://sjapan.jp 

YAMAHA :アトラス 
巧072-624-7560 
http://www.atlas-kk.co.jp 

SIDE-BIKE :コロフイー 
巧0537-26-5621 
http://www.corofi.com/ 

rs GEAR :ワイズギアお客様ネ目談室 
巧053-443-2183 
http://www.ysgear.co.jp 

Sachs :ホノラリー 
巧03-朗80-9751 
http://www.honorary.jp 

TOMOS :ホノラリー 
な 03-5380-9751 
http://www.honorary.jp 

eGO VEHICLES : ecoMoto Inc. 
巧042-543-9646 
http://www.ecomotoinc.com 

■輸出モデル 

HONDA輸出モデル：パッセージ 
巧048-857-1667 
http://www.star-passage.com/ 

YAMAHA輸出モデル：プレストコーポレーション 
巧03-5419-8231 
http://www.presto-corp.jp/ 

SUZUKI輸出モデル：モトマップ 
巧050-3500-6818 
httpj^/www.motomap.net/ 

KAWASAKI輸出モデル：ブライト 
巧078-326-6615 
http://www.bright.ne.jp/ 
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す。当選者の発表は商品の発送をもって代えさ 

せて頂きます。 

&ご記入巧いた個人情おは、辰已出化が黄任を持ってお取り巧いし、当 
選したプレゼント品の発送、誌面作りの参考、巧れ出版物のご案かこ利 
用させていただきます。その化の目のに使用することは一切ありません。 

回 モトフイズパワーアラーム 

0モトフイズミドルマップバッグ2 

3ゴ-ルドウィンアクティブウインタ-グロ-ブ 

カラー:ブラック/ブルーサイブ：M 

STAFF 

Editor: を齋聴 

Editorial Staff : TRIJET 

Writer: 金子智 

山田晃生 

•處辺大輔 

Photographer : が瀬達ち 

lllustrater: おのたまみ 

Cover Design : REPUBLIC. 

Design : REPUBLIC. 

Design office n_create 

AD S.K.I 

最新才ートバイオールモデルカタログ 

(タツミムック(Dsoog) 

平成21年3月10日発行 

編集人/を齋腊 

発行人/木口靖夫 

発行巧/辰己出版株式会社 

干160-0022 

まを都新宿区新宿2-巧-14辰曰ビル 

。03-5360-8064 (販売部） 

巧03-5360-朗78 (広告部） 

a 03-5360-8029 (編集部） 

httpV/www.T G-NET.co.jp 

©TATSUMI PUBLISHING CO.,LTD.2009 

禁無断拉載 

192 



水冷V8 ,5,700cc 
355HP/5,250rpm 

S-LS3 SPORTS 

い • ■ --邸:.んんベ-す版泣ふ''ん' 1よ —，一'. 

ひa™ng the American Dream Machines Since 1990 
■大販店 
大阪衍岸巧田市巧合町464番地 

TE し0724 (47) 08已5 
Fax.0724(47) 08已6 

ボスホスサイクル社曰本お輸入元 

BOSSHOSS CYCLE JAPAN 
■*■326-0845祗木県ち利巿大前町1535-20 
TEL.0284-64-0214 FAX.0284-64-0228 
営業時間/AMI0:00〜PM7:00定か日/月曜日 

WEBSITE http://vvww.bosshoss.co.jp 

■な賀店 
滋賀県大津市荒"旧46番地 
http://占osshoss-kyoto.kirjp 

TEL.075-221-1019 
FAX.075-812-1019 
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